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エスペラント
三月號.

國語の發展

こうゆう言菜が,ある政治家によっていわ 

れたと傅えられる。

厂我々は來中月した外人が口國語を話さず日 

本語を使うのを見ると輕蔑したくなる」

これは,日本語を全アジアに普及させるた 

めに,これを合理化しなければならないとゆ 

う紀論へ導くためのargumentoの一節であ 

る。その結論——□本語の發展のための,"本 

語の合理化,こうした娈求は,われわれエス 

ペランティストカ;,はやくからいだいていた 

ところである。したがって,われわれは,こ 

うした間題がまじめにとリあげられたことを 

よろこぶものである。だが,うえに揭げた一 

節はわれわれの心をくらくする。これは,不 

用意にいわれた言葉であるにちがいない,新 

聞記者の創作でさえあるかもしれない。しか 

し,その詮索は,ここでは無意昧である。ま 
れは,これが,特定の人の言葉であるとゆら 

よりも,口ボ人全體の音葉であるからである。

とゆうのは,この厂輕蔑する」根據が,日 

本の大臣が來朝した外人と話すのに,白らイ 

ギリスやフランスの國語（これが,外【或1語と 

してでなく,國際盘として用いられていると 

ゆう問題は,ここにとりあげられなくて上い） 

を操るとゆう一•層「輕茂される」事實があっ 

ても,これをふしぎとしない，ふしぎな先入 

觀にあるからである。

イギリスやフランスで,日本人が,それぞ 

れの國の國語を使っても,それらの國の人々 

・は,日本人を輕喪しないであろう。それは, 

そのことが厂ちたりまえ」だからである。む 

しろ外國を日本語でおしとうすような日本人 

を,われわれは「豪傑」と名ずける。そして 

その厂われわれ」は,日本詰を使う外人を輕 

裁するLわれわれ」である。

この力盾を为馬と感じない日本人は，しら 

ずしらず,みずからを植民地人種の地位にお 

としていたのである。これは,物質文化にお 

いて,非常にたちおくれていた日本民族が, 

運命的に擔わされていた屈耶ではあったが, 

その習慣が天性となってしまったのは情ない 

にとである。

この書語的3等阈の地位にもっともはやく 

氣ずいたのは,われわれエスペランティスト 

であり,これが5*5.5 〇比率をめざして執 

拗に戰いっずけて來たのもわれわれである。

紙數がない。かけあしで，結論に入る。

大陸にすすみ出て，第1線に働こうとする 

人々は,大陸の言葉を用いるがよい。4徒の 

氏集に,H本話をしみわたらせるには,幾世紀 

かを必要とする〇われわれの大陸進出をそれ 

まで待つわけにはゆかない。まず大陸へ行く 

日本人が人陸の莒葉を學ぶべきである。そめ 

ためには,日本で,もっと廣く,大陸の音葉 

が敎えられなければならない。
だが,われわれの兄弟を迎える大陸の氏棗 

のうちにも,かれらに接する人々は,まず日 

本語を學ぶであろう。さらに一方,より重懐 

なことであるが,ロ本語の背後の文化,これ 

は，大陸の厂より新しい」generacioをかり 

たてて,日本語を學ばせることになるであろ 

う。これは,日本語がやさしいとむずかしい 

とにかかわらない問題である。けれども,日 

本語の,こうした自然發生的なdisvolviĝoを 

待つよりも,われわれは,進んで意識的なdis・ 
volvadoをはからなければならない。これは 

アジアの新しい文化を築く第・步として,た 

だちに踏み出されなければならない問題であ 

ろ。ここに日本語の合理化が必耍とされるQ 

である。この企てに對して,われわれは，手 

助けのほねおりをおしんでならない。

では,「エスペラントはどこへ行く?」・—- 

これについては,別の機會に，よりくわしく 

論じたいのであるが,とりこし苦勞をする人 

人Qために,ここに簡單にのべる。

1. 現地の日本人と中國人とが,□本語, 

あるいは支那語で,主として眼のまえの間題 

についてとりひきしている一方,II本のエス 

ペランティストと中國のエスペランティスト 

とは,共通Q言語によって,うちとけて,新 

しい秩序の建設に協力するであろう。この際, 

この中立國際話は;どちらの侧にとっても， 

優越感をも,また,厂難茂」をももたらさない 

で,二つの民族のあいだのかたい缴となるで 

あろう。

2. 東洋の新しい秩序の建設の進むにした

がって,それの影響するところは,言語の分 

野にあっては,日木語と支那陪とだけの交涉 

にとどまらず,より多角的な關係にまでひろ 

げられる運命にある。そして,その日にこそ 

エスペランティストの働きが一層期待されな 

ければならないのである。 三宅史平



Kelkajn Vortojn 
pri u Ĉambro por Virinoj

Estas por ni tre ĝojinda afero informi al ĉiuj Esperantistinoj, ke ni povas 
havi nian propran studejon kaj samtempe amikan parolejon sur la Revuo 
Orienta, por ke ni libere esprimu niajn opiniojn Esperante pri diversaj 
fenomenoj en kaj ekster Esperantujo el la vidpunkto de virinoj.

En la fino de la lasta jaro ni serĉis rimedon taŭgan por samideaninoj, 
per kiu laŭeble multaj povas pliprofundigi intereson en nia lingvo kaj nutri 
la konon pri tio. Tia motivo instigis nin turniĝi al la redakcio kaj peti favoron 
rezervi du-tri paĝojn por ni sur la organo kiel nian komunan stud- kaj 
parol-ĉambron. Feliĉe la peto estis akceptita, kaj ni decidis senprokraste

Impreso de la "Vivo de S-ino Curie,7
Yukiko ISOBE
Toki KAWAHARA
Mitue YAMGATA

Antaŭ tagoj ni legis en la japana lingvo la libron, "Vivo de S-ino 
Curietraduk辻an el la franca originalo de Eve de Curie (pianistino kaj 
verkistino), la dua filino de S-ino Curie・

Ĝenerale, kiam oni rakontas pri sia mortinta patrino, antaŭ ĉio 
ŝprucas en la rememoro &aj virtoj efe la bedaŭrato, kaj aperas ŝia 
amplena vizaĝo en aŭreolo, kiel diino. Sed rakonto farita nur kun senti
menta sopiro ne povas elteni objektivan kritiko n. Eve Curie evitas tian 
danĝeron pro sentimentalo, kiel ŝi diras en la antaŭparolo, " Estus peko, 
mi pensas, se mi farus eĉ plej malgrandan aldonon al tiu ĉi historio 
kvazaŭ mita・ Mi ne rakontis eĉ unu epizodon, pri kies aŭtentikeco mi 
ne estis certa. Mi ne ŝanĝis eĉ unu vorton gravan, nek la koloron de 
vestoj. La aferoj ĉi tie skribitaj estas aktuale okazintaj, kaj la vortoj 
estas reale elparolitaj."

Kortuŝa impreso de la biografio de 1*  eminenta sciencistino kaj 
samtempe puranima virino travivinta romanece signifpenan vivon kon- 
vinkas nin pri tiuj vortoj: S-ino Curie—tiun nomon ni jam en la fruaj 

2 (94)



realigi la planon jam en tiu ĉi numero.
Ni intencas atente ornami kaj komfortigi la donacitan ĉambron almenaŭ 

ĝis la fino de tiu ĉi jaro per multkoloraj programoj. La komitato de la Ligo 
plenumos ĝeneralajn aferojn necesajn por redakti, kaj tri Tokio-grupaninoj 
prenos la deĵoron dum la unuaj tri monatoj zorgi la ĉambron novan.

Al samideaninoj el ĉiuj partoj de la lando ni elkore deziras, ke vi bonvole 
kontribuu manuskriptojn interesajn; estas preferindaj, ekzemple, anoncoj de 
specialaj studoj, novaĵoj, informoj, eseoj, deziroj, ktp. en kaj pri Esperanto, 
kvankam ekzistas nenia severa limigo pri temoj.

Se la legantoj bonvolus doni ian ajn konsilon, sugeston, aŭ kritikon por 
tiu ĉi provo, ni estus tre feliĉaj kaj dankemaj.

Ligo de Esperantistinoj Japanaj

tagoj ĉizis en nian infanan cerbon kiel eltrovinton de la radiumo. Sed 
ni neniam supozis, ke ''la eltrovo de radiumo '' estis farita en tia malfacila 
vivo kun tia penado kaj sinoferado.

Marie Curie naskiĝis en Varsovio, en la tiam subpremita Polujo, la 7-an 
de Novembro,1867. Ŝia patro estis neriĉa instruisto de matematiko kaj 
fiziko. Li havis kvin gefilojn, el kiuj Marie estis la plej juna. La frumatura 
genia knabino jam en sia infaneco montris neordinaran intereson en la 
scienco. Ne estas malfacile supozi, kia estis ŝia ĉiutaga vivo, kiu promesis 
en sia tago la estontecon. Sed, kiam ni legas pri ŝiaj mallumaj tagoj de 
senfina sinofero por sia familio, ni eksentas la grandan sciencistinon en 
nia najbaro, kaj kompate larmas pro ŝi.

Subpreminte ardan deziron studi ĉe universitato, ŝi pasigis eĉ prefere 
malgajajn jarojn laborante por helpi la vivtenon de sia familio. Ŝiaj 
leteroj dum tiu periodo adresitaj al la familianoj kun profunda amo 
premas nian koron. Delikata kaj sentema fraŭlino, kiu per sia tuta 
energio laboras por sendi studkostojn al sia fratino kaj zorgas la mal
junan patron, estas la flgui•〇 de tiu geniulino en la junaj tagoj. Tiu ĉi 
sincera kaj milda animo poste kreskis kaj leviĝis ĝis la plej nobla amo 
al la patrujo kaj la homai•〇. Venkinte &ajn malfacilaĵojn, ŝi fondis en 
Polujo laboratorion de radiumo, la centron de scienca esploro kaj kuracado 
de kancero. Dum la Granda Milito ŝi prizorgis sindone la vunditajn kaj 
malsaniĝintajn soldatojn, kaj ŝi finance subtenis malriĉajn studentojn el 



sia nasklando. Se ŝi havus nur tian karakteron, kian ni povas supozi de 
la nomo " granda sciencistino': ni povus sole respekti ŝin kiel maloftan 
virinon, kiu estas dotita per vira kapablo kaj volo. Sed nin impresas ja 
io pli valora, pli homeca, kiu brilas en la interno de tiu ĉi sciencistino.

En 1891 S-ino Curie (tiam f-ino Sklodovska) povis veni al Paris, kaj 
ŝia longe tenita deziro eniri la sciencan fakon de Sorbonne estis finfine 
plenum计a. Ŝia studenta vivo tie estis nesupozeble mizera. Ŝi loĝis en 
mallarĝa mansardo kun nur tablo kaj seĝo. Mankis eĉ manĝilo kaj 
hejtaĵo. Tage kaj nokte ŝi studis kaj studis, forgesante eĉ dormon kaj 
mangon・ Tia vivo estas vere super homa kapab!〇. Nefortikan korpon 
subtenis forta spirito por elteni tiujn mizerajn jarojn. Tiu senlaca per
sistemo, kiun ni trovas ankaŭ en nia Majstro Zamenhof, pensigas nin 
pri eco komuna al la du geniaj samlandanoj. Cu la nacia konscio de la 
premataj popoloj sin esprimas en tia formo, aŭ estas esenca karaktero 
de tiu nacio, al kiu ambaŭ ili apartenas ?

Kiel rekompencon por la materiala mizereco kaj fervora studado^ 
Dio donacis al ŝi senkompare feliĉan geedziĝan vivon idealan・ Post jaroj 
de batalo kontraŭ ĉiaj malfacilaĵoj ŝi renkontis francan sinjoron, kiu 
posedis ankaŭ mirindan talenton en la scienco. Kiam ŝian manon petis 
la sinjoro, Pierre Curie, kiu dum longa tempo vane atendis aperon de 
ideala virino, ŝia feliĉo atingis la plej altan perfektecon. Estas klare, 
ke ŝia talento kaj personeco mem konstruis tian feliĉon. Sed Ia geedziĝo, 
kvazaŭ la varma bedo por kreskigi tiun ĉi karakterizan naturon kaj 
talenton, devas esti plej elektita kazo en la mondo・ Vere estis feliĉe, ke 
ŝia kunvivanto, kiu akceptis neniun alian ol ŝin, estis klerega instruito 
studanta en la sama kampo kaj povis esti ĉiam ŝia gvidanto, kunlaboranto 
kaj samtempe helpanto. Ordinare edziga vivo velkigas virinan talenton,, 
sed en ŝia kazo la amata edzo helpis ŝian genion plene flori, dividante 
kun ŝi &ujn turmentojn en la vivo. En la studo de S-ro Curie lia edzino 
estis neanstataŭigebla kunlaborantino, dum por la kreskado de S-ino Curie 
ŝia edzo estis nepre necesa vivfonto. Plie tiel fikse kunligis ilin ĉiela 
amo, ke eĉ unu momenton ili ne povis vivi aparte. Ili ricevis du filinojn. 
Ŝia bonkora bopatro helpis ŝin plenumi la rolon de bona patrino.

Ĉu la feliĉa hejmo instigis ŝin al la scienca studo ? Ilia kunigita 

4(%)



studo fine alportis, malgraŭ malfacilaj cirkonstancoj, belan frukton. Eltrovo 
de la radiumo! En profunda nokto ili iras en ĝojego al la malproksima 
laborejo, kie ili trovas artaĵon de la scienco, brilantan en la mallumo・ En 
eksciteco kaj ekstazo ili priskribas tiun kortuŝan vidaĵon en la，nokto: 
"kvazaŭ lampiroj flugantaj en la malluma aero de la somera nokto :

Sed la sorto ne estis &am favora al ŝi. Ŝi enfalis en la fundon de 
tragedio, kiam la vivo de la plej amata kunulo estis detruita de trafika 
akcidento. Tamen ni ne ŝaparas admiron al ŝi, kiu post la morto de S-ro 
Curie kuraĝe batalis sola kaj elfaris multajn altvarolajn laborojn. Cetere, 
pli forte tuŝas nian koron ŝia fortikeco, kiu bone eltenis ĝemon de virina 
koro en la intemo, pri kiu ni povas legi en ŝia taglibro:—Ŝi larmigas 
rememorante la feliĉajn tagojn, en kiuj ŝi kune kun la amata edzo faris 
plezurajn vojaĝojn per du bicikloj, kiujn ili ricevis okaze de sia geedziĝo, 
al kamparo, al montoj, amuzate de ĉarmaj floroj kaj belaj pejzaĝoj. 
"Pierre ': ŝi alparolas al la bedaŭrata edzo, &ufoje kiam floras citizoj, 
vistarioj aŭ kratagoj, kiujn li multe §atis. Pro tio, ke la edzo mortis en 
malhela tago, ŝi foje sentas eĉ malamon al la suno kaj floroj, kiujn ŝi 
tiom amis.

Por ŝi, jam fariĝinta maljuna kaj sola, nun estas la plej karmemora 
kaj ŝatinda nomo '' sagaca lemantineto ", per kiu Pierre iam nomis ŝin 
karese・ Ofte ŝia milda koro konfuzite tremis, kiam pro ŝia soleco mal
ŝatinda skandalo kalumniis §in・ しa lastaj jaroj de ŝia vivo estis tute 
oferitaj por servi al la publiko, kaj por gvidi ŝiajn sekvantojn en la studo. 
Estus ja senbezone mencii ŝiajn sennombrajn esplorojn kaj kontribuojn 
sciencajn, kaj multfojajn honorigojn dum ŝia tuta vivo. Kvakam ŝi 
estis titolita de nekalkuleble multaj akademioj, societoj, institutoj, ktp. el 
la tuta mondo, ŝi tamen estis treege malavida por la mondeca gloro・

Cu ni ne povas trovi altan valoron en tio, ke en ŝi nevenkeble forta 
volo kaj mirinda intelekto kunvivis kune kun virina ĉarmo en plena 
harmonio ? En la historio de la longe laboranta vivo, kiun ŝi kviete finis 
en Ia 4a de Julio, 1934, ni vidas, krom distingita sciencistino, S-ino Curie, 
artistinon sciencan kaj energian esplorantinon de mistera belo, kiu fiere 
deklaras, ke la sciencisto en la studejo ne devas esti simpla teknikisto, 
kaj samtempe tre mildaniman virinon, S-inon Curie.



D-ro ASADA-Hazime
Interparolado 
pri kadavroj 

strangolitaj aŭ pendigitaj

A: Profesoro de jurmedicino.
B: Eksĉefo de la ekzamena departe・ 

mento de Tokia Ĉefpolicejo.
C: Ekzamena medicinisto.

A : Preterlasante ĉiutagajn 
zorgojn, mi volas interparoli pri 
maloftaj okazoj koncerne de 
kadavroj strangolitaj aŭ pendi
gitaj. Mi trovas en la libroj 
jurmedicinaj de Eŭropaj aŭtoroj 
pri sangadoj el orelo aŭ oreloj de 
strangolitaj aŭ pendigitaj kada
vroj. Ĉu vi vidis tiajn okazojn ?

B : Jes, mi memoras kelke 
da tiaj okazoj. Mi tiam timis 
ke sango devenis de rompo de 

kranio, memokule atenteme observis la kadavron, kiam oni dissekcis ĝin, kaj 
certigis ke la sangado ne okazas en la kranio, sed nur loke. Lastatempe 
ankaŭ ni havis unu el tiaj kazoj・ しa viktimoj estas plejparte maljunaj. Eble 
el arterioskleroza arterio loka eliĝas la sango.

C : Povas esti. Aktaŭ mi nur malofte vidis tiajn kazojn. Mi opinias ke 
ĉe pendigo ĉiam troviĝas nazsekreciaĵo ekster la naztruoj, dum ĉe strangolado 
nenio tia.

B : Ce strangolado la nazsekreciaĵoj estas aŭ troveblaj aŭ ne. Eble laŭ 
la pozo de la kadavro la sekreciajo kuras aŭ intemen, aŭ eksteren, dum ĝi 
ĉiam plimultiĝas, mi opinias.

A : Jes, same mi opinias. Kiel ĉe la malvarmumiĝo subite plimultiĝas 
la nazsekreciaĵo, ŝajnas ĝi ankaŭ esti tia ĉe la strangolado aŭ pendigo. Ĉu 
vi vidis erekton de la membro ĉe tiaj kazoj ?

C: Mi ne havas ŝancon vidi tion. Mi aŭdis ke ĉe tia kazo oni sentas 
volupton.

B : La fama seksperfortulo Sakamoto-Keiziro ofte strangolis la viktimon 
por ĝui la volupton, dum li ŝin adultis.

okazo 事件 

kadavro 屍體 

strangoli 紋窄する 

pendigi縊首する 

jurmedicina 法醫學の

6 (98) sangado 出血

deveni 由來する

kranio頭蓋骨

dissek ci 解剖する

kazo 例
viktimo 被害者 

arteriosklerozo 勸 脉硬化

arterio 動咏 

nazsekreciaĵo 鼻汁 

malvarmumiĝo かぜひき 

erekto 勃起

volupto 色慾 

seksperfortulo 性 暴行 者



A : Tio dependas de la krampfa kuntiro de muskoloj de seksa organo. 
Mi volas demandi ĉu erekto de la membro okazas ĉe sufokatoj.

B: Tio ぶajnas esti nur momenta fenomeno. Kiam ni ekzamenas la 
kadavron, ni ne plu vidas tian.

A: Povas esti. Laŭ modernaj aŭtoroj Eŭropaj, tuj post la morto oni 
ofte povas vidi la erekton. Pliposte tio dependas de la sanga hipostazo t. e. 
la falo de sango pro graviteco post ĉeso de sangcirkulado.

■マ

C : La fama sadismulino Abe-Sada ĝuis, lau onidiro, la pligrandiĝon de 
la membro pro strangolado de sia amata duonulo. Ŝi ripetadis la agon kaj 
fine mortigis lin eble .nur por gui ekstazon, post kiu ŝi trovis lin morta.

A : Ĉu tio estas vera ? • • .」 「・

C : Oni diras. Mi ne scias la veron. Ĉu estas alia kurioza kazo ?
B : Antati kelkaj jaroj en Aiti unu kanajlo eltranĉis genitalan organon, 

mamon, haŭton de kapo kaj vizaĝo de junulino mortigita de li. Oni scrĉadis 
la krimulon nur vane. Post kelkaj tagoj, tute neatendite oni trovis en neloĝata 
dometo malproksima de krimloko pendiĝinton, kiu kovris sian kapon per la 
eltraiiĉita haŭto de la mortigitino, kaj de kies kapo la longa hararo de la 
kovranta kaphaŭto pendiĝis ĝis la brusto de la mortinto. La eltranĉitaj haŭtoj 
el aliaj lokoj sin trovis en la vazo apuda.

A : Tre strange! Mi aŭdis de s-ro Hunakosi ke kapo cle unu pendiginto
■ _ ・丄 ■ ■ ...— ・匕 .丸★ ・■ .

estis sur alta branĉo de arbo en soleca monto, dum la restaĵo troviĝis sur la 
tero malsupra. La kolo estis fiksita kun ŝnuro sur la brane〇. Muŝvermoj 
manĝis molan parton de la kolo. Kapo apenaŭ restadis supre kaj la deka
pigita korpo falis. La viro pasis nur 10 tagojn en Junio, sed la kadavro 
skeletiĝis pro vermmanĝado. Tia trovaĵo neniam estis raportita en Europo, 
sed en しinujo jam antaŭ kelkcentoj da jaroj- Cetere tia estas ekstreme 
malofta okazo. .

B： Vere! '
C : Jes, vere!

adulti 犯す fenomsno 現象 kurioza珍奇の

dependi Jg る sanga hipostazo 血 氣下垂 genitala organo,性2总

krampfo 痙举 graviti 亟力に引かれる pendiĝinto 縊死者

kuntiro 收縮 sangcirkulado 血液の 循環 muŝvermo 蛆

muskolo 筋 sadismulino 被虐嗜好者 skeletiĝi骸骨になる

sufokato窒息者 ekstazo 恍惚境 (99) 7
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3
感動すべき人々のことども 

一各學校のエスペラント會 

—地方のエスペフント運動

三宅 最初に，おくれて御參加になった, 

井上,植田,三石3氏のお話をうかがいまし 

て,ひきっずき，別の問題に移って行きたい 

とおもいます。

お三人のうち，植田博土は,長崎醫大附屬 

藥學專門部敎授兼學生主事,そのころは,21 
歲で,三高の學生,岡本さんとそのころから 

の非常に親しい御友人で,エスペラントの方 

では,植田さんの方が先輩格でありました。 

三高,東京帝大の學生時代をはじめ,長崎へ 

行かれてからも,たえずエスペラント運動の 

ためになみなみならず盡して來られた方であ 

ります。

井上さんは,鐵道省國際觀光:局の庶務課長 

として,事變下日本の觀光國策のために御奮 

鬪をっずけられている一方,エスペラント運 

動にあっても,小坂さんなきあとの學會の常 

務理事の1人として,最も重要な存在であら 

れます。今日にいたるまで,井上さんが學會 

のためにいろいろお骨折りになったとゆうこ 

とは,新しい會員のあいだには，案外知られ 

てないのではないかとおもいますが,

が，豪奢な "Japanlando ", 44 Japanujo ",
『七ヶ國語會話』などを出して,日本を,世界 

のエスペランティストに親ませたことが，井 

上さんの御努力によるとゆうことは,たれに 

もたやすく想像されているところであろうと 

おもいます。なお，これは,エスペラントに 

關係のないことですが,汽車の旅をされた方 

はどなたでも,お氣ずきのこととおもいます 

が,田や畑の中に，名所の名の書いてある立 

札——あのゆかしい試みは井上さんの創案に 

なるものだそうです。そのころは一高の學生。 

8(100) 三石さんは學會の常務理事，學會創立以來

ずっと「小坂さんのかたわらにあって,學會 

の臺所の方をお受持ちになって來られた方で 

あることは,どなたも御存じのこととおもい 

ます。學會の財政的基礎が,今日の固きをな 

すにいたったのは，この人の厂內助の功」ある 

いは「緣の下の力持ち」的努力によるところ 

が,はなはだ大きいといわなければなりませ 

ん。術職業は，鐵走省技手，工作局工場課で 

製作監督官の役をしていられます。エスペラ 

ントをおはじめになったのは,24歳のとき。 

おなじ工作同の車輛課にお勤めになっていま

)4 
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植田高三 そのころ,父がエスペラントに

いささか興味を持っておりましたのと，ハ木 

日出雉氏のすすめにより，興味を持ちはじめ, 

ハ木工の手引きで,厂オッコーネル氏獨習書」

および厂T布氏全程」によって獨習しました。 

三高機關誌厂リベ-□」創刊のころの憶い

出は消えません。そのころ,外國から船が入 

る每に束になって通信が來ましたが,これら 

の文通の集横は東京の農災でなくしてしまい 

ました。

ホマラニスモは尊いとおもいました。また 

外國語の必要を痛感していました。したがっ 

て,それだけまたエスペラントの必要を深く 

感じました。

井上萬壽藏 多忙のため,おくればせとな 

り申譯ありません。小生ゐ名が諾君のお話の 

中に度々引合に出されて恐縮に存じておりま 

す。大體諸君のお言葉に盡されているので別 

に蛇足を添える必要もないと存じます。

三石五六 私の勤めている鐵道省に私ども 

の最も尊敬してやまないエスペラント界の先 

逹小坂さんが，當時まだ大學出の若き技師の 



卵として,その人格と眞挈な擧措を部內の誰 

からも親しみと好感を持って迎えられていた 

大正8年の春ごろだと思います。2度ばかり 

若い英國人らしいのが突然訪ねて來られ,そ 

の人と日本語でない言葉でベチャペチヤ流暢 

に會話をされたのを目繫して,私はすくなか 

らず驚かされると同時に,小坂さんに一層心 

腹するようになりました。

たまたま同室の先蜚富田寬治君ーーこれは 

鐵£!エス界の大先輩で,鐵道エスペラント會 

創立者の1人です——この人に,诺い匸學土 

にしては,珍らしく語學が達者だね』ともう 

し壬すと,『君,あれはエスペラントだよ』と 

敎えられはじめてエスペラ.ントの槪要と手ほ 

どきを受けました。大正8年12月中旬はじ 

めて小坂さんに連れられて,木鄕2丁目の燕 

樂軒の集會に行き,紅茶を御馳走になりなが 

ら,ロシア人のクズネツォフ,藤澤,「菱井， 

その他諸名士のエスベラント演說を見物した 

のが,私のエスペラント入門の第1步で,そ 

の後帝大32番敎室て開かれた講演で吉野作 

造博士と小坂さんの講演を聞くに及んで斷然 

エスペラントの持つ人類的理想に憧がれを持 

つ一方,小坂さん自身をも非常に敬慕するよ 

うになりました。從って,それが目然に學會 

卽ぢ小坂さんと私とゆう三角關係が生じ,小 

坂さん直き直きの指導でポロポロの安紙で出 

來た厂エスペラント練習讀木」で講習も受けま 

した。また市內の本屋から加藤節氏著の厂よ 

スペラント班習書.」を探し出し,それで勉强 

もしました。

ホマラニスモとゆう主義は,當時も今も, 

はっきり摑めませんが,自分では小坂さんの 

ように,エスペヲント普及宣傳のために挥げ 

る,あの根强い氣持と構神力の發露がやはり, 

ここから湧出して世界人類は勿論我々日本人 

のために粉骨碑身する人道的な意義があるの 

ではないかど,一人決めしております。今な 

おエスペラントが普及宣傳の途上にある以上 

この考えを持續して行きたいと念じておりま 

す。

三宅 運動が今日!こいたるまで健全な成良 

をっずけて來ましたについては,そのかげに 

多くの有名無名の戰士の獻身的努力がっずけ 

られて來たことはゆうまでもないことであり 

ますが,今日,この20年間:をふりかえって 

見て,

厂この人の努力こそ感動すべきものである」

大正7年（1918年）

姬路高校敎段多田齋司 

H本語敎授古澤末治郞 

カニャ書店主中原脩司 

大正8年（1919年）

座談會參加者（"順）

借幌控訴军堀眞道 

京城帝人敎授長谷川理衞 
阈際觀光-iu r评!•杏站 
庶務課長井丄出寿賊 

吉川貫夫 

音話/w川崎iff 一
伊井迁

輸入會社社員進藤靜太郞

JOAK國際課成m重郞 

言語委H岡本好次 

娄嚎縈彎澤潟久孝 

三宅史平 

滿鐵機械課尾花芳雄 

大朝校閱部藤間常太郞 

溫室園藝家木戶又次 

鈴木正夫 

野知里慶助

大正10年（1921年） 

替H!圖書屠中出勝造 

岐阜高股敎授渥美樟雄 
國幣協會石・甲 修
編棒主任を1赢 修

大正9年（1920年）

東洋億機技師保坂成之 
鐵道技手三・石五六 

艮崎藥專敎授触山お
藥學博士植田冋二 

勘毛研究所大山聖華

授
士
喪
授 

後
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チ
醫
三
助

東京府立七中多羅尾ー郞 
慶曉大學敎授僮! 乾治 

馬場商が常務馬場淸彥 
大谷派布敎帥谷山弘藏 

鐵道省車輛課根本 潔 

國犒硏究主筆菊澤季生 
東京帝大講師 一、マ
東京文理ノ乙溝丘 英通 

師理學博士

工業會社存計下村.芳司

大正11年（1922年）

匕野孝男
鐵工所係長中西義

斡魁西 成

歸人子供洋服ll!円 (101)9



とお感じになったことをお話しください。そ 

れも,あまりはなばなしくない，かくれた人 

人の努力についてお話しいただければ特にあ 

り力;たいとおもいます。

西先生いかがでしょうか。

西感動に値する人逹ばかりで,とり立て 

てゆうことはできません。

中西直人の上田順三君です。かつてエス 

ペラント社から出た黠字版の敎科書とカニャ 

の點字版の辭典で獨學したことです。

植田•數々あるとおもいますが——特に小 

坂先生,岡本君の獻身的努力や進藤さんの絶 

えざる精進等には頭が下ります。

根本 舉會創業時代,學會の雜務を引受け 

夜半過誇に歸宅することしばしばであった保 

坂成之氏,三名五六氏等の尊い努力に感動さ 

せられました。

長谷川・私は過去20年の間・身の利害を 

かえりみず,學會の維持,發展のため,卒務 

の處理や監督に年1日のごとく盡されて 

來た三石五六君に感謝する。

石黑 Persistado——特に高橋邦太郞氏の 

超 野原休一氏の飜譯に對する精進,梶弘利 

氏の努力。ただし梶氏が厂日本のKabe」と 

なったのは惜しいとおもいます。それから三 

石五六氏の學會留守役。

谷山去る者は追わず,來る者は拒まず學 

會の,また全日本のエス連動の大黑柱として 

全力を傾注して來た小坂氏の姿は，常に感徼 

おくあたわざるところです。また不屈十年運 

動の下積みとなりっゝ世界一大きい利エスを 

完成させた岡本好次氏も忘れ得ぬ方ですし, 

野原休一氏の飜譯の業績も稱讃に値いしま 

す。’ヽ

吉川 第1が協何設立の諸先輩の努力で 

す。考えるだけでも,その勞苦が察电;られま 

す。っずいて小坂先生の捨身の御努力も亦, 

特に感動せしめられます。その他相富年輩の 

方々は誰方も人知れぬ苦心のうちに努力なさ 

れたことは察するにあまりあります。何しろ 

無產主義的諸種の主義者のうぢに多くのエス 

ペランチストがおったために,非常な誤解の 

もとに,1人でも多くへと心掛けた人々とお 

!〇 (102)もわれます。

堀第1に小坂さんの不斷の努力,第2に 

三石さんの緣の下の力持的の努力一 ーその他 

は略します。

伊井實益の期待薄い片田舍でエスペラン 

チスト達が,エスペラントを生活の信念とし 

て摑んでいる姿には感動させられます。

進藝 故人の中では,大阪の丸善の店R松 

本鼎君が,正另1の中等敎育を受けず,兩三年 

のうちに遂げたト.達振り,殊にPeraireが大 

阪の通犬閣の註弱さをけなして,パリのエッ 

フェル塔に2回も登ったことを自慢したとき, 

すかさず,『通天閣誓に登るのは，犬阪では田 

舍者ばかりで,口分は,いまだかつて登った 

ことがない。いかに|比界一のエッフェル塔とは 

いえ,2度も登るとは,贵腺も犬した田舍者 

だ。』とやりこめた菜、構えをおもいだし,常に 

惜しい人物をなくしたと,殘ぶに思っていま 

す。

保坂 小坂狷二氏母堂いゑ子刀自の隱れた 

る御努力は,日本のエスペラント運動史上忘 

るべからざるものであります。

三宅 學會が今日にいたりましたかげに， 

小坂さんの御一家のかたがたの御努力が非常 

に大きなものであったとゆうこと,これは小 

坂さん御自身の,あまりに大きすぎる光にか 

くされて,一般には，あまり知られていない 

ようにおもわれます。三石さん,この機會に 

そのあたりについて,すこしくわしくお話し 

いただきた「、のですが…… ; 幣;

三石私が過去20年間を通じて最も感動 

することは,學會創立當初から小坂さんが外 

遊されるまでの7ヶ年間小坂さん一家の物質 

的稱神的になされた,それは大きな内助の功 

績であります。今日のエスペラント運動がこ 

れまでに達成された母證は，なんといっても 

學會の存在が然らしめたと放言しても，決し 

て過言ではないとおもいます。その學會が陣 

痛を起して呱々の生聲を擧げたときから7歳 

に達するまで母乳による榮養を與え健康兒と 

して1人步きのできるようにしてくれたのは 

小坂さんのお母さんと奧さんだからでありま 

・す。當時はエスペラントの複興初期ともゆう 

べき時で,學會への出入は若い學生が大部分 

を占め,なかなか緊昌をきわめ,したがって 



學會の事務は勿論,雜務も大變なものでした 

力;,これは,ほとんどおうちの方がひきうけ 

られたのであります。ノhsさんのお母さんが 

發送するレヴォを風呂敷包にして郵便局へ持 

參されるなどは感激そのものでした。このほ 

かに出入する人々に茶菓の饗應から,食事の 

振舞,これが每日夕方から,夜半に涉るのだ 

から,家庭としての苫痛は,並大低ではなか 

ったと,いまでも,ときどき當時を追憶して 

いかにエスペラントが宿命的であるとはいえ 

心から,よくあれほどのことが,あんなに愛 

想よく續けられたものと感泣せざるを得ませ 

ん。技男である平和さんを4歲にして病死さ 

せたのも,この時代で，エスペラントの尊い 

犧牲としか,私は思いません。かくして7ケ 

年間を小坂家に寄食して,この間に學會の財 

的慕礎め根柢を築きあげたのでありました。 

大正14年小坂さんが官命により外遊された 

のを機會に獨立し,學會の事務所として，家 

貨から一切を學會が,はじめて支辨すること 

になったのであります。

當時同僚の保坂,平林兩君の獻身的勞力奉 

仕,學生であった井上,長谷川,堀,川崎,藤 

間,進藤，岩下諸君の元氣一杯の活璀は,小 

坂さんを山心とした學會構成メムプロで,こ 

れまた學會育成上のフラートイで,今日では 

それぞれ大成され,エスペラント界に重きを 

なしていられる所以であります。

三宅學會が創立され,若い學生たちが第 

1綠に立って，おういに活躍されると，全國 

に活氣がみなぎって,各地にエスペラント建 

動が活潑に行われました。また,各高等學校 

專門學校,大學等にも,つぎつぎにエスペラ 

ント會が新らしく作られ，または復活してき 

ました。それらの

學校や地方のエスペラント會のおもいでに 

ついて,

それぞれ，御自身の御周圍についてお話しい 

ただきたいとおもいます。・■・高の綠星會につ 

いて，長谷川さん,なにか…… ,

長谷川一高綠星會のことに關しては,井 

上君が,いつか向陵誌に執筆したことがある 

はずで,同君がよく御記憶のこととおもいま 

す。最近戰死なされた木崎宏君などもよく御 

盡力くだされました。

井上 一高エス囱のことは,長谷川君,堀 

君等が,その功の大半を負うべきです。

三宅 木戶さん,いかがですか〇

木戸 一高エスペラント會の思い出は,勿 

論,愉快なものですが，私はほとんど何も積 

極的な活動をしなかったので,殘念ながら, 

お話しするようなことはありません。堀僅道 

さんが2年上で,中井さんが1年上,丘英通 

さんが1年ドでした。屮井さんと丘さんにい 

ろいろお世話になりキした。

三宅 藤間さん，早稻田の會について。

巌間 岩橋氏によりエスペランチストとし 

ての洗禮を受けてから約1ヶ月後,私は早稻 

田の政治科に入ったので,學国の水曜日の例 

會には，一高の中井虎一君とともに缺かさず 

出席しました。佛文科の川崎直一君および理 

工科の平田币徳君は,早稻田においても,學 

會においても,先輩として私を導いてくれま 

した。早稻田にはかつてグルーポがあったが 

いつの間にか消滅して存在しないことを小坂 

先生からきかされたので,川崎,平田,貴島, 

藤間の4人が再興を計劃し,秋田雨雀氏をは 

じめ,舊グルー氷關係者（大塚達郞,川口尙 

輝）を訪問したのですが,要領を得ず,我々 

4人で新しい色を起すことになりました。早 

稻田の古い分のことについては,私にはわか 

らないので,よく調べて見たいとおもってい 

ますが，Revuo Orienta昭和11年6月の特別 

號に成田重郞氏がすこし書いております。會 

長には勝俣詮吉郞敎授をお願いして,大止9 
年11H 20日午後1時から發會式兼宣傳講演 

會を催しました。勝俣敎授の開會の辭をはじ 

め,小坂猖二,何盛三,秋田雨雀,成田重郞, 

アレキサンダー女史の講演のほかに,エロシ 

エンコはロ/ドのM Ciganino nを，ギターを弓單 

きながら,歌ってくれました。聽衆約180,か 

なりの成功でした。その直後,早速川崎君が 

毎週2回講習會を開きましたが，學生は,30 
人あまりだったとき［1憶しています。 .

三宅園先生,慶應のエスペラント會にっ 

いて,お話しねがえませんでしょうか。また 

この機會に,栗飯はさんのことについても， 

すこしお話しいただけますとありがたいとお (103)11



もいます。

園慶應義塾犬學のエスペラント會は,大 

正10年,當時大學豫科の2年生であった栗飯 

原晋氏と私が知りあいになり私の發議で創立 

したのです。發會を兼ねた大講演會の聽衆の 

中に，當時の塾畏,のちの文相,冲E密院顧問'首 

鎌田榮吉先生を見つけ,千布氏の厂全程」と 

「大成エス和辭典.」とを贈り,學習を勸め,同 

時に,出來たばかりの，わがエスペラント會 

の顧問に推戴しました。

栗飯原君は,爾來小生の留學中は勿論,同 

氏の在學中，また卒業後も引續き,わがエス 

ペラント會'のため文字どうり獻身的努力を捧 

げられ,その歿後は同氏の嚴君および令兄か 

ら,たびたび,わがエスペラント會のために 

寄附金を贈られました。

わがエスペラント會の回覽雜誌ニI•數卷に 

は,大正1〇年創立以來の會の活動に關する貴 

重な歷史的記錄が澤山あります。栗飯原晋氏 

は,いつも缺かさず,投稿せられました。

栗飯原氏の卒業論文は，エ久ペラントによ 

って資料を得たハンガリア文化に關するもの 

であったかと思います。同氏が卒柴後國際聊 

盟東京支局へ奉職せられたのは,まことに逍 1 
材適所でありましたが,まだ春秋に富む身を 

以て夭折せられたのは惜みてもあまりあるこ 

とです。

• 進藤成蹊エスペラント會のことをお話し 

しますと,大正8年淺井先生の講習ののち,守 

隨君等幾人かが,なお學習をっずけていたよ 

うですが,まとまった會合,硏究會等はなく， 

大正io年秋,ようやく具體化したとおもいま 

す。岩ド君が,その夏から參加しておりまし 

た。その年のRevuo Orienta12月號および, 

翌年の2月號内地報道にあるとうり,會がで 

き學會にも入會,再び淺井先生の御指導を仰

• いだと記憶します。口年4月ヵ、ら,いよいよ

初等講習を根本的に建直し實務部は,會の代 

表者である,專門部在學中の岩下君,中學では 

小生,用書は Privat: Kursa Lernolibro で, 

3年生を中心にし,かなり好成績でした。第 

2學期には,Karloを用いて,作文・會話も相 

當でき.殊に精確な調査はできませんでした

12 (104) が,3年生の英語と混同等の害はすこしもな

く，反って好影響らしいものさえあったので 

翌12年は2年生およぴ1年生中,學業餘力の 

ある者を學校當局と和談のうえ參加させ,再 

びKursa Lernolibroで始めましたところ， 

大震災で中絕,翌冬,中村園長の逝去,っずい 

て吉祥芋移樽で小生との關係が少くなり,專 

ら岩ド兄の盡力によって高導學校に會ができ 

る,つぎの時代に入ったと記憶しています。

谷山大谷大學エスペラント會は,大正1〇 

年12月結成されました。會員數は15笛もあ 

りましたろうか。非常な武者振りで,翌口年 

2月はじめには,會誌厂ラ•パーツォ」第1號を 

出し,學長,文學|專士南條文雄先生の序文を 

いただき雀耀したものです。佛敎名を排して 

厂ラ•パーツォ」としたのも,私の思向からで, 

皆は不滿であったようです。わずか5人たら 

ずで訂正しあい,また手も顏も黑ぐして躍窟 

版印刷をやったものです。1週間の苦詞をお 

えて，國內外へ發達し外國から交換雜誌が 

續々來たときの嬉しさ。11年には龍谷大舉に• 

も發會され，毎月催される京都學生エスペラ 

ント會聯盟の集會も樂しみの一つでした。大 

正12年には,退會者,死亡者があり,新會員 

もすくなく休刊，13年には,その後2ヶ年共 

働してくれた池浦君を得,爾後,主として, 

2人で印刷しました。13年の春學年末試驗期 

に學科を放って和エスの編慕にかかり,それ 

を大阪のヴェルダ・ウトビオfei:に送りました 

が,無為におわりました。三高和エスの出る 

まえでありました。谷大エスペラント會にと 

っての幸は,先に南條陣上,後に佐々木舉艮 

など,かげに後援せられたことであります。 

倉誌に使用の紙代や器具は谷大幹事細川建壽 

氏の庇護によります。私の卒業後敷年にして 

エスペラント會復活,會誌も活板となり,そ 

の立派さは雲泥の差があります。

菊澤 東北帝犬エスペラント會が創られる 

・ことになったのは,私がエスペラントをはじ 

めてまもなくのことでありました。それは， 

束北帝大口 -マ字會を作った經驗があるの 

で,割合にやりよかったが,しかし，それ力:急 

速にまとまったのは,理學部物理學敎室に助 

手をしていられた茅場眞さんがおられたから 

であります。口ーマ字の方なら,私はその热



心さにおいて誰にも負けないほどの意氣ごみ 

.を持っていて,試驗の答案なども全部□ーマ 

字で一貫しましただ,エスペラントの方にな 

ると茅場さんのまえに兜を脫がざるを得ませ 

んでした。茅場さんの熟心さは,その長男に 

エスペラ ントで Servanto de Homaroと名を 

つけたことで,勇名を天下に馳せられたので 

もよくわかります。 ’•

私のエ學部學生時代の指導敎官であられた 

井上仁吉博士が,のち東北帝犬總長となられ 

てその總長の要職にあって多忙であられたに 

も係らず,エスペラントについての,私の勸透 

を快く受けられ,毎週1回,午前8時から9 
時まで1時間ずつ,2ヶ月ほどにわたって工 

スペラントのkursoに熱心に出席,そのころ 

まだ法文學部學生であった私の講義をお聞き 

くださったことは,嬉しくもあり，光榮でも 

ありました。ついでながら,エスペラントの 

kursoをやって,數［・圓の翦禮を頂戴したの 

・・もこのときカĥよじめてであり,またおそらく 

終りでもありましょう。

多田 机は,二高で,故土井英一君が,エス 

ペラント硏究會を始めたとき,會長になれと

いわれて,不肖をもかえりみず,その地位を 

けがし,菊澤さんにお願いして,會の賞際を

指導していただきました。

鈴木東京帝大時代の岡本君の健闘は,後

年の活耀から誰も異とはしないであらうが, 

注意すべきは,この换本君，植田君を哺んだ 

三高の學級であり玄す。この學級は,まさに 

日本醫學エスベラント界發生の卵ともゆうべ 

き組でありました。まずハ木日出雄君は京都 

に留まり,同地方のエスペラント運動をリー 

ドしっずけ，永松之幹君は九大醫學部に入っ 

て福岡地方の幣學エスペラント界發祥の中心 

を作りました。两本,植田兩君は,まえに言

ったように,東京の醫學エスペラントの發生 

の役目を果L,後年植出君は長崎に赴任する 

や同地の綠化の中心をなし,淺田一敎授など 

の有力な後援を得て力を揮ったのでありま

す。•日本の東半部の各醫大關係のエスペラン

ト界が，東京の醫舉エスペラントによって刺

戟されて發生したことをおもえば,この大正 

學エスペラント——ひいては日本科學エスペ 

ラント發達史上には金字塔を以て饰られるべ 

き功績を持つといわねばなりません。

大正10年,11年のころ，それは日本全ヱ沢 

・ペラント界でも興隆の一路を辿ったときであ 

り左すが,東京醫學エスペラント界でも,き 

わめて好連に惠まれたときであります。すな 

わち後年日本醫學エスペラントの中心として 

働かれた西成甫敎授が仙臺から東大へ赴任し 

て來られました。敎授はっとに國際語の必要 

を感じてエスベラントを習得していられたの 

であります。緖方敎授は,まえに言ったとう 

りであるし,.田村憲造敎授も興味を持たれま 

した。また一方傅硏の村田正太氏も,別に工 

スペラントの造詣深く自分の論文をエスペラ 

ントで卑門雜誌に發表する努力を致されつつ 

ありました。緖方敎授も,そのころ東大に入 

學された甥緖方富雄君がpoliglotoであると 

ともに僅れたエスペランティストなので,そ 

の助けで,自己の敎室の論文のエスペラント 

發表に努められました。これらの人々および 

學生たる我々,すなわち岡本,植田,久留,僕 

等も相互間若干の往來はありましたが,まだ 

會を形ずくるに至りませんでした。が漸くそ 

の機が熟して,震災直後大正!2年の暮近＜. 

東大醫學部關係のエスペランティストの團證 

たるEskulapida Kluboが結成されるにいた 

りました。かくて講習,輪讀等によって,こ 

の會自身が成育し,倉Dが增えて行ったとと 

もに,また,この會が刺戟となって,東京をは 

じめ東部日木の 厚敎育機關にエスペラン 卜

運動が波及して行きました?すなわり慶應時 

學部において轻月敎授を中心に，H本醫人で 

長澤敎按を中心に,また帝國女子醫耶,帝國 

齒於嘔專等にエスペラント會ができて行った 

のは主として西敎授が直接間接に專門の講義 

に關係されつつエスペラントについて刺戟さ 

れたによることが多いのです。西敎按は,さ 

らに遠く新潟醫大にまでエスペラント運動勃 

興の機運を與えられました。またEskulapida 
Klubo自身の中においても種々意義ある仕事 

がなされました。たとえば,田何敎授の敎室 

で用いられている藥理學實習敎科書のエスペ

10年卒業の三高三部の學級は，實に日本の噬 ラント譯,緖方敎授の大業蹟のエスペラント (105) L



I (106)

發表等には會の者どもが協力したのでした。 

大正13年ころから,毎夏催したsomera hejmo 
もなつかしくおもいだされます。そのころは 

hejmoの地でかならず講演や講習を催したも 

のであります。かくて,醫學におけるエスペ 

ラントは,ようやく活潑となり,大正14・年秋 

東京で開かれた國際醫毋會議たる極東熟帶翳 

學會議にては緖方,村田兩氏はエスペラント 

を以て內外學者のまえで講演されるにいたり 

ました。

このころには上記諸大鼎の外,北は北大, 

東北大,金澤鴛人,千集醫大,西は京大,九大 

は固より,人阪醫大,京都府立幣大,岡山精大 

長崎醫大——この最後のものは,植田君が, 

そのころ赴任して運動したのによります—— 

これらにエスペラント©ができ,大正15年 

春東京にH本務學购を期として集った全國翳 

家エスペランティストの希望によつて全日本 

の同志を合した團超を作ることになりまし 

た。かくてできあがったJEMA,すなわち 

Japana Esperanta Medicinista Asocio は口召 

和2年秋發行した名簿に各大學エスペラント 

會名および各地に散在する醫藥業者のエスベ 

ランティストたるものを網羅すること,實に 

697名でありました。私は,この名簿發行の 

直後,千集に轉任することとなったのでKs- 
kulapida Kluboの仕事は浦良治君,JEMAの 

仕书は板蛊鴻君に護って千麋酱大に移り,こ 

こに前からいた人々とー•緖に同大學エスペラ 

ント會Foliaro-Kluboを結成したのでありま 

した〇以上もうしましたことで,Eskulapida 
Kluboの記錄が手許になく，若干の誤りを保 

L得ませんが,おゆるしください。

三宅帝大エスペラント會はいかがでした 

か?

堀 帝大エスペラント曲は,エスペラント 

運動,特に學生界の運動の華やかなりしころ 

で,井上蔑壽藏,長芥川理衞兩君の御熟心と, 

川原次郞君の雄辯,そして腿本好次,須々木 

要兩君の努力とを想い出します。

三宅 藤間さん，大正1〇年ころ大阪で講習 

會をお開きになりましたね。あれは,川崎君 

から知らされて,わたくしも,よっぽど,島 

根縣から出て行って受けようかとおもいまし

た¢;その講習會について，どうか....

藤間それについてもうしますまえに,大 

阪筒商における運動について，甚だ差出がま 

しいことですが,少し述べたいと思います。 

當時の大阪高商の學生はめざましい活動をや 

ったのですが，みな謙讓な人ばかりで自らを 

語らないので灿ちがいで甚だ僭越ですヵ;代辯 

をっとめます。

やはり岩橋門下の1人 大阪岛商の舉生犬 

野忠谨君ーー當時21炭,私の中學同窓生,野 

上工業所社a—この人は,私の上京後福田 

國太郞先生や相坂佶氏らの扌旨洱で同校內にグ 

ルー・を設立すべく盛んに同志逊得に奔走し 

ましたが,田中秀之助君,これは死にました 

が,この人とともに協って,明治39年以來 

のエスペランチスト,文學轉十細江逸記敎授 

を會辰に鉞くことに成功し 同敎授口ら講師 

として9〇人の學生を同校內に集めて,大正 

9年11月12日午後から講習會が開かれまし 

た。當日,福田先生も厂エスペラント連動の ・

沿革」について2時間近く講演され多大の刺 

戟を與えられました。グルーポもu Verda 
Amiko nと命名され,會長細江敎授,幹事大 

野忠慶,田山秀之助,淺野,福井4君が役員 

となり,翌年勿々,腾寫版刷りの°Verda 
Amiko nを100部ばかり刷って會Rに颁ち 

ました。

大正10年7月18日から3週間の高商にお 

ける夏期講習會は一般的のもので,A，外國 

語を全然知らぬもの），B （外國語を知るも 

の），C （高等科）の3クラスにわけ,講師は, 

A次野忠慶,B粟飯原晋,藤間常太郞,C中 

井虎一で,聽講者は54人ありました。ちょ 

うどみな夏休みで,學會の學生連の私たちが 

人阪に歸って來ているので福;！!先生や髙商の 

samideanojと相談して開いたものでした。 

この講習會で一番愉f夬だったのは,外國語を 

やったことのない60歲ばかりの老人が,絡 

りのころには曲りなりにも文章が綴れたこと. 

でした〇 （二の項つづく）

SCIENCA GAZETO （1939） 

豫約受付（2刀末まで）•特價2 Iili 

財團法人日本エスペラント學會



エスペランティスト學力檢 

定試驗規約制定について

制定の趣旨

エスペラント學カ檢定試驗の制度は,これ 

を行うことによって,

1. エスベラントを學ぶ者に,自分の力を 

試す機會を與え，これが一層の獎勵となり,

2. 講習會に對し,一定の資格ある講師を 

供給して,これを權威ずけ,したがって，講 

習生に講師に對する信賴と安心とを與え,

3. さらに,エスペラントカ;,より一層社 

會によって求められる日に備え,一種の技術 

者の登錄制度となり，

これらを綜合して厂日本のエスペランティス 

トの學力の向上とエスペラントの普及促進」 

とに資するためである。

制定にいたる經過

スペラント學力檢定の制度は,フランス, 

イギリス,エストニア,ドイツ,オーストラ 

リア，チェコスロヴァキアなどには早くから 

あり,フランスのごときは,すでに1900年 

に設けられている。また,オーストリア，チ

エコスロヴァキアでは, 委Rは政府によっ

て任命されているほどである。

日本では，過去にす5いて，この問題がとり 

あげられたことヵ;あったが,いろいろな事情 

で,今日にいたるまで,ついに實現を見るに 

いたらなかった。

このことは，國際的に重きをなす日本の工 

スペラント運動にとって，ものたらないこと 

であったが,昨年11月,大阪エスペヲント 

會および名古屋エスペラント會から，學會に 

對し，この制度を設けるようにとの希望案が 

差出された。そして,それぞれ,規約草案が 

添えられ,別に川崎直一氏個人として規約草 

案を示された。

學會では，12月5日の常務理爭會におい 

て,この制度の必要を認め,兩會の希望を容 

れることとし,その規約については,これが審 

議を,評議員會へ委囑した。評議員徐は12月 

19日の會合において,小委員會を組織し 愼 

重に審議のうえ,1n 22日開催刀理事會に 

對し答中案を差出した。そして,この理事會 

において成文の決定を見た。

その成文はつぎのペイジに揭げるとうりで 

ある。なお，この規約案審議にあたり，小委 

貝會は，各地學@支部およびこの問題に對し 

識見を持たれる各地の同志數十氏の御:®见を 

徵したが,これに對して,多數の方が,毬心 

な賛意を表され,すぐれた意見を述べられ, 

それによって,得るところが层だ多かったこ 

とは感謝に堪えない次第である〇

エスペラント學力檢定 

普通試驗施行公吿

期日昭和14年3月12日（日曜）

場所東京:本鄕元町1丁目13財團法人 

日本エスペラント學會

大阪:（試驗場借入交涉中につき,決 

定のうえは,受驗希望者へ直接に通 

知する）

名古屋:（大阪と同樣）

申込2月28日までに學會あてに,住所 

氏名〇 —マ字綴っき）と,希望する 

受驗^!を明記，受驗料1圓をそえて,なされ 

たい。（振替:東京11325番） 

ただし, 受驗料は, 學會大阪支部, もしく

は名古屋支部役員へ乎わたしされてもよい。

發表 合格不合格は旻驗者に通知し 合格 

者氏名は,厚會機關誌に發表する。

證壽4月29日大阪で開催せられる第27 
回日本エスペラント大會•において合 

格者證書授與式を行う。

昭和14年2月12日

・試驗委員會 (107)1



エスペランティスト學力檢定規約

1. 財愛法人日本エスペラント學會は日本 

におけるエスペランティストの學力向上と工 

スペラントの普及促進とのための學カ檢定制 

度を設ける。

2. 學力檢定は普通と高等とに分ける〇普 

通檢定は初等講習修了程度とし高答檢定は初 

等講習指導に適する程度とする。

3. ，檢定は試驗による。但し普通檢定に限 

り別に定められたる規定に從って無試驗によ 

りこれを行うことができる。高等檢是は普通 

檢定合格者に對してのみ行うものとする。

A・檢定合格者には學カ認定證を與える〇

5.檢定試驗施行のために試驗委員會を設 

ける。

..6.本檢定についての公吿はすべて學會機 

關誌上でなされる。

7. 本規約は學會理至會と試驗委員會との 

合議によって變更することができる。

試驗委員會

8・試驗委員會に試驗委口若干名をおく。

9. 試驗委員はしingva-Komitatanoおよ

學カ檢定規約の說明

☆ この試驗は强制されるものてはない。

この試驗は,まえのペイジに述べられたよ 

うな趣旨によって行われるものであって,こ 

れによってエスペランティストの階級わけを 

行なおうとゆうような意圖を含むものではな 

い。

しかしながら……なるべく多くの人々が, 

これを受けて,自分の實力を試していただく 

ことがのぞましい〇

☆ この制度は,無資格者の講習指導をさま 

たげるものではない。

この制度による高等檢定の合格者は,初等 

溝習指導に適する者として,公式に,その能 

力を認められるのであるが,このことは必ず 

しも,この規定による賢格を持たない者の講 

習指導を排斥するものではない。

し如しながら……一面講習會を對社會的に 

權威ずけることによって,より多くの講習牝 

16（108） を集め,また一面,無試驗檢定とゆふ目標を

び練達堪有ヨのエスペランティストのうちから 

理事長がこれを指名する。

試驗委員の任期は1年とし,頂任をさまた 

げない。缺員が生じた時は理爭長は殘りの期 

間に對し新たに試驗委員を指名補充すること 

ができる。

10. 試驗委貝會に幹事1名をおき,理事長 

これを扌旨笛する。

11. 試鹽委員會は任務遂行のため內規を設 

けることができる。

試 驗

12. 試驗は日本スペラント大會會期中に大 

曲開催地で施行する。但し普通檢走試驗に限 

り上記の外別に定めるところにより施行する 

ことができるI
13. 檢定試驗は一筆記および「I頭による。

無試驗檢定

14. 高等檢定合格者は自己の指洱する講習 

會修了者で普通檢定合格に相當する學力あり 

と認められるものを普通檢定資格者として推 

薦すること力;できる。

與えることによって,講習生の學習に對する 

热心を倍加させ,川席率を简め,これによっ 

て,講習會開催の意義を一層高めるためには, 

講師は,この規約による資格をもつものであ 

ることがのぞましい。

この意味において,學會で催す講習會にお 

いては,有資格者に對してのみ器師を委1®す 

るはずである。

☆附則について
原則としては,高辱學力については,無試 

驗制度を設けないのであるが,實力のあまり 

に明らかな者に對し，試驗を受けることを求 

めることの非禮をおもい,暫定的規定として, 

厂附則」を設けることになった。

この厂附则」において,:學會會Hたること 

油算10年（3年）以上」としたのは，エスペラ 

ンティストとしての生活の長さを計るための 

明かな尺度と.するためである。したがって, 

通算して1〇 （あるいは3年）以上學會會員

であったことが明かであれば,現在，學會の 

會員であると否とを間わない。



檢定科

15.檢定科は普通檢定は1阖,高等檢定は 

2圓とする。

附 則

昭和14年中に限り理事長は下に揭げる者 

に對し試驗委負會の詮考を經て高等學カ認定 

證を與えることができる。

1. 學會會員であること通算10年以上で 

委員會あてに申請したもの。

2. 學會會員であること通算3年以上であ 

り,下の各項のすくなくとも一つに孩當し工 

スペラント文による申請書を委員會あてに提 

出したもの。

a.エスペラント講習會を3回以上指導 

したもの。

b・エスペラント文による著作を持つも 

の。

檢定料は2圓とする。

エスベランティスト

學力嫌定施行細則

1・試驗委員會は施行期日および場所を決 

め,施行期日よりすくなくとも1ヶ丿扌以上前

にこれを公吿する。・ ,

2. 規約12但書による普通試驗は下記の 

とうり行うことができる。

a. 東京において學會敎育部が隨時主催 

する。

b. 學會支部所在地において支部が主催 

する。

c. 地方大會會期中その開催地において 

大會主催者が主催する。

このばあいには理事長は臨時試驗委員を

委囑することができる。

3. 普通試驗はEkzercaro修了の程度の 

エス文和譯和文エス譯會話による。高等試驗 

は文法讚み方鐸款作文會話およびエスペラン 

トに關する常識による。・

4. 規約14による推薦をなすばあいには推

薦者はその講習方法講習時間數,被推薦者 

の出席時間數,その他檢定に必要と認められ 

る爭項を委負會あてに具申しなければならな 

い。 . •

5. 前條の講習會は授業時數30時間以上 

でなければならない。

また,厂附則」において,1.と2,とを分け 

尢が,1・に該當するほどのものは,10年以 

上もエスペランティスト生活を送ったとゆう 

热心,それ自體だけについても,大體,高等 

學力をもつものと認められるに價いすること 

がうかがわれる。 ’

2・に該當すゐ程度では,3年以上會員であ 

ったとゆうこと,それだけで,高等學力を備 

える者と認めることは危險であるので,a.ま 

たはb.の條件にかめうものとの制限を設け 

た次第である。ここに厂エスペラント文によ 

る著作」とあるは,雜誌へ發表したものをも 

含むものであるが,"Revuo Orienta'',厂エス 

ペラント」以外に發表のものについては,そ 

・の揭載誌の提示が求められる。これが，詮考 

，のうえに,重要な參考資料となるものである 

•ことは勿論である。

の條項にあたる者でも,2.の條項のa. 
または,b.の條件を備えるものは,參考とし 

て附記されるごとがのぞましい。

さらに,にの厂附則」によって,資格を得 

ることのできる人でも,積極的に講習會の指 

洱を志される人が,自分の近の實力を確める 

ために,この羽定的特權を放棄して,試驗を 

受けられるならば,このことは,まことにの 

ぞましいことである。

［［本のエスペント界の長老,各地の地方會 

の酋腦者たちにとっては,こうした資格をと 

ることは,その人门身にとつては,ほとんど 

無意味であることが多く,また,その資格の 

認定を得られるといなとにかかわらず,それ 

らの人々に對する,一般Q尊敬の念にかわる 

ところはないのであるが,後進に對する剌戟, 

周圍に對する好影響とゆうことを考えられ 

て,なるべく,I附則」に規定する期間中に認 
定證を得られるよう特にお願いする。
■ !rwr・—■—pgoM—emktikii —

試驗委員會名簿
（アイウヱオ順）

〔試驗委員］岡本好次,川崎血一〔以上 

Lingv^a-Komitatanoj）,小坂狷二,川原次吉郎, 

佐々城侑，進藤靜太郎。〔幹事:］三宅史平。.



模擬試驗問題
大阪エスペラント命では,エスペラン 

ティスト學力檢定試驗制度Q施厅をまえ 

にして,1月3!ロ試驗準儒の問題を出 

して，會口の间答を求めた。この間題は, 

今度試驗衣員に指牝された川崎氏の出し 

たものであるから,3 JJ12日を期して, 

東京,大阪,名古屋で行われる試驗を受け 

る者にとって,よき參考となるものとお 

もわれるので,ここに揭げることとした。

エス文和譯

1・ しa infano jam ne ploras・ 
2・ Resti kun leono estas dan

gere.
3. Venu kune kun la patro・
4. La knaboj forpelis la hun

dojn.
5・ Ne, vi eraras, sinjoro: via 

pano estas malpli freŝa, 
ol mia.

和文エス譯

1. それリンゴだ。

2. 私はあなたにバラについて

も話したい。

3・島・歌は氣持がよい。

4. まあ,きれいなも月様だ乙

と!

5. 口分の姉妹の中でマリヤが

一番若い。

普通試驗の程度.

☆エス文和澤と和文エス曙

施行細則3厂普通試驗はEkzercaro修了 

の程度によるエス文和譯和文エス譯••…J» 
Ekzercaroとは第1回萬國エスペラント大會 

で,エスペランチストの憲法と宣言せられた 

Fundamento de Esperanto 屮の Ekzercaro 
であって,ザメンホフは彼の16ヶ條にまと 

められた文法の實例應用はこの練習句集によ 

って與えたもので,42章にわかたれ,およそ 

543個の文がおさめられている。しかし普通 

試驗においてはこのEkzercaroのパ:級蕃學 

的の試驗を行うのではない。Ekzercaroにで 

てくる程度の文章が解釋できたり,作れたり 

することを要求するだけである。すべての初 

等敎科書獨習爭は,みなこのEkzercaroを 

基礎として著作せられ,その用例の多くを 

Ekzercaroからとっているのだから,どんな 

本で勉强してもだいたいEkzercaroの程度 

の學力は得られるわけである。Ekzercaroの 

tekstoおよび註解としては,つぎのものが 

18 （HO）ある。

Fundamento de Esp.（目下パリの發 

行元で品切）この中に納められたものにはフ 

ランス語,英語,ドイツ語,ロシャ語,ポー 

ラ ンド語による單語の譯だけがついている。

Fundamenta Krestomatio. /££價:2囿 

この中にはtekstoだけ納められてある。

石黑修:エスペラントの基礎。博文館，定

價2圓30錢。

村田正太:エスペラント獨 〇醫M耕聞社

定價1圓。

以上の兩書には日本語譯をつけ,ヨーロク 

パ語を引用し,文法上の說明もある。

小坂狛二:Ekzercaro註解。（雜誌エスベ 

ラント,學會,1934-1935定價:4圓60錢）。

H本語譯と,初等者向きの語法說明がある 

が,最後まで立成していない。

哝會話

上の程度の單語の知識の範圍內でできるや 

さしい問答が行われる。勿論これを通して發 

音の實際も試驗される。したがって,耍求さ 

れるのは,逹:者なbabilad 〇の技術ではなく 

て,できるだけ正しい發晋による簡車な對話 

の力である。 試驗委員會



大會の持つ・意義

進藤氏案に答える

大會を口前に控へて,大會の持つ意義を考 

察して見るのも-無駄ではあるまい。國に國會 

があり，地方に府縣會，市町村會がある樣に 

其の管みを續ける爲の爭柄を議すると同じ樣 

な目的が，Esperanta Kongresoに持ち得る 

であろうか，それとも宗敎團體が,其の信者 

に其の宗派的色彩を一居認めさせる爲に催す 

大會と同じ樣な意義を持つものでなかろう 

か。若し前者を目的とするならば,一切を律 

する大會規約が是非必耍で，R.O.に發表され 

た進摭氏案の如き規約は卽日實施の必耍があ 

る。然し,若し後者の樣な目的を持つものな 

らば,一切を律する規約など無い方がよく, 

之ある爲に妙なところが束縛され砌きがとれ 

ないかも起る。何時までヾも後者の目的を出 

で無い樣なEsperanta movadoならば全く心 

細い限りで,前看を［I的とするのHの一刻も 

早からん事を筆者は念じて居る者である。併 

し未だそうした域には金體的に進んで居ない 

樣で,無論東京,大阪，名古屋.京都,神戶, 

畏崎,大牟E等のみを見ると,何れも充分に 

成長して,人間が運動をするに非ずして,組 

織が働かしむる樣になって居ると思われるが 

英の他の地方は（甚だ不遜な言い力であるが） 

未だ未だそれに到達するには前途遼遠であろ 

5 〇現在のところKongresoは本山が末寺の 

信徒を集めて春秋に大法要を營む程度を出で 

ないであろう。Kongresoと學會■とは别個の 

ものとはよく承知して居るが,實際は舉會と 

招待:した地方會が.主權を持って居るのであ 

る。若し大會に於て勢力を娠り度いと思う者 

があるならば舉會■と其の地方會に勢力を持て 

ば思う樣に運ぶ筈であろう。大命の參加者に 

古顔・が段々見え無くなるのは,段々年を經て 

議論したり,聞いたりする事がわずらわしく 

なるからであろう。筆者としても數年前まで 

は所謂鬪も滿々であったが,最近のKongreso 
では每回そのしaborkunsidoには場を外して 

居る。寄る年波は爭えないと感じている。其

の男が今本稿を記して居るのは少し矛盾を感 

じるが,Laborkunsidoで議論を避ける爲で， 

善意に解釋していただきたい。それで結局, 

Kongreso の 口 的は,Unuiĝu, Konatiĝu, Ami・ 
ki直uでよいのでは無かろうか。筆者は厂大い 

に理想を述べよう」と思ってKongresoに參 

加した爭は無い（尤も其んな理想の持合せが 

無いからでもあろう）〇 又此んな事をKon- 
gres〇で定めて欲しいと思った事も無い，どん 

なお祭り驛ぎでもよろしい,舊知の人の顏を 

見る事が嬉しい，新しいSamideanoの姿を見 

れば此の人逹が未來を擔って行って下さると 

悅び心强さを感じる。それだけで私の大會に 

參加した氣持は充分に滿たされて居る。過去 

のKongresoで種々の爭が決讓されて居るが 

實果をもたらし得るものはそんなに多くは無 

かった樣に思う。それだから大會規約に依り 

實行機關を設け,實施せしめようと言われる 

のであろうが，我が國のEsp.-Movadoは未だ 

具處まで進んで居ないのではないかと思う。 

每年 Kongresoのlaborkunsidoや學會の總 

會で厂やつつける」方は大抵進藤氏と其の一 

統,やっつけられるのは學會其の他若干,此 

處まで考えれば現在の處しaborkunsidoは餘 

り大した意義は無さそうである。Kongreso 
に參加したから仕方無しにしaborkunsidoに 

席を連ねて居る人も無いとは言えまい。Esp
eranto をやらないと飯が食えないとゆう人は 

1人も無い,所謂我々にとっては第二義的の 

ものであるから,餘り難かしい議論も出る事 

が少いであろうし.實際にHarmoniaな和合 

が望ましいものである。團體の力で何とかし 

て欲しい事が全く無いのでは無い。併し力を 

出す程Esperantoの團體が强くなって居ない 

から致し方が無い。それはそれでよいとして 

進藤氏案の規約を實行し得る地方會や分科會 

が今我が國にどれだけあるかヾ問題で,地方 

會は恐らく十指內外であろう。分科會も五指 

以内であろう。もし此の規約を實施する事に 

なり現狀が明かになると,對外的にEsper・ 
anto-movadoの微力が暴銘されるとゆう結呆 

になるようなおそれはあるまいか。

御一考を顆えれば幸甚である。

中西義雄 （111）19
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★大會參加者全部へ 

大阪市電氮局より 
全線無料乘車券を發行する。

今回の大阪大會に對しては大阪 

市より種々の御好意を戴いている 

力;，此の度かねて交涉中であった 

上記無賃乘車券を特別に大阪市電局より發行 

せられる事となった。但し此の乘車券は記名

當日は恰も遊壺季節の日曜日にあたる爲座

席は•豫約せねば到底入手不可能の狀態であ

式のものでそのチ續きに相當日數を耍する爲 る。それ故大會 光部委員會に於ても協議の

整理の都合上來る4月15日迄に參加寒用¥3.30 

を拂込まれた方にのみ差上げる事とした。 

結果切角地方よりの卑加者の希魏を滿すは座 

席の豫約申込をする事とした。しかし此の方

★大會第2日寶塚少女歌劇の觀劇につ 

も當日ー股入場者に關係もあり4月15日迄 

に觀劇申込せられた方にのみにその取り扱い

を致します。注意:觀劇希望者は參加申込書

大會協議會の新曙光

大會の atmosfero 殊に協議會のそれには 

一極特別な味がある事は旣に tone konata 
faktoである。然し極めて限られた時間しか 

無い關係上,全部のtemojに付いて充分な 

prilaboroが出來ぬ事は甚だ遺憾で,この虑に 

は純悴に協議ばかりを行うkonferencoの樣 

なものをKongresoと別に適當な時機（例え 

ば秋の活動期をひかえた夏休中）に他したら 

と云う有力な意見さえある次第である。

ノ 然し現狀としては出來るだけ此の限られた

短い時間を出來ろだけ有効にekspluatiする 

爭が肝更で,此の意味で規約委員進藤氏の草 

案もJEI-Red akcioの好意ある取計の下に2 
月號誌上に發表されたのであり，猶今後の諸 

提案についても出來得る限り同樣の皈扱をし 

たい次第であるから,一日も早く大會委員宛 

御提出願う次第である。

更に歡ばしい事は2月號發表案件について 

旣に績々demandoj, opiniojが寄せられて居 

る事で逐）る。

これによって議は充分練られ,從って與え 

られた時間でも必要な案件をーと通り展開し 

2〇 （112） 無駄を排して協議が出來る事を期待し得よ

う〇

更に忘れてはならぬ他の一面は協議輕の持 

つeduka signifoである。卽ちこの樣に大會 

のatmosferoを旣に今から感じ，議を練り論 

を交えて當日議場に於ける發言の想を總め言 

辭を修めると云うがこそ我等言語修練上の 

unika okazoで無くして何んであろう。

如何にEsp.がfacila lingvoであるとは 

言え苟も完全な!ingvoである以上efektoを 

望むには,それ相應の用意と努力が必要であ 

る。このがは協議命のような場合に於て尙ー 

層痛切に感ぜられる。一日も早くこQ用意と 

努力が一般化せられ fervora koro が常に 

preta parolo を件い見苦しい無用意による 

teda balbutado が折角の大切な atmosfero 
を打援し時間を空費する爭を避け得ればどれ 

程益するか計り知れぬものがおる。

猶この狀勢を助長し,議論の爲の議論を・避 

ける爲め,議爭進行上のエ風が必耍である。

一案として,從來のように一案件每に論議 

採決の順序を採らず,先づ日程の仝案件につ 

いて通吿順に從いDebatoを我し,第二段に其 

等の諸意見に基いて如何なる結論に到连すべ 

逮かの協議を經て議決に入る方式がSuegstii 
されている。（討論は原案說明に繪いて各忍
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に其の旨御書き添え下さい。尙旣申込渚で觀 

囲希望の方は至急ハガキで準備委員會宛に申 

込んで讚いて下さい。

★其の他第1日觀光艇便乘の儀先權や種々計 

畫中のものもありますので未だ參加申込をさ 

れぬ方々は至急に御申込み下さい。

遠隔の地に居られる方や當日都合の惡い方 

方も奮って參加申込みをしてドさい。其の場 

合參加費!.00を負擔-ヒられる事によって我 

がEsp.運動の一翼たる大會に參加し得る事 

となる。その方々には參加章は勿論フ•ロトコ 

 口其他種々大會出版物を差し上げる。

・不出腐參加老觀迎 大會總務計委員報

吿者がそめ意見を述べ,最後に必要ならば原 

案側の其等意見に對する所见を述べる｝こ止 

め,甲論乙駁をしない。）更に此のDebatoと 

Konsiliĝoとの間に幾何かの咔間的餘裕を與 

えれば一層有效であるとのことである。

此の點に就いて有益なSugestiojを大いに 

歡迎する次笫である。

大會垮約案に對する重なる意見

A） 此のような全阈的地方會，分科團體の 

統合・はLanda Asocioが常然せねばならんと 

する意見。（その方が體制上介理的で,1しつ又 
賦課金徽集の便も大きい）

B） 10人位を單位として地力脅を認める結 

果折角單地〃•會或はJEI支部組織薙立の傾向 

が出來かけているのに乂無秩序を惹起する虞 

ありとする意見。

C） 地方會・分科團體の現狀を以てして果

して云うが如き賦課金を據出し得るやを虞れ 

る意見。 ・

ĉ）厂決議灸口會は決議案を作る」とあるを 

厂決議を作る」とすべしとする意见。

D） 從來でも大會殊に協議會には餘り關心 

の無かったJEI役口を原案の如く全部加え 

る必耍なしとする意見。

是等に對する原案側の所見は次の機會に發 

表の徐定。

庐案說明養舖

地か彷•分科團般上りの賦課金の使途は大 

盟次の樣なものが豫想される。

1. 大會の恒常的經我

卽ち命場費を始め從來Q大會會筈席艮借に明 

かな恒常的雜費及び準備費であって約200 M 
を越えぬ金額。この大部分を今度の賦課金の 

半額で賄い得れば理想的である〇

2. 大會ザ後經費
大會によって作られた諸委員存運行の經 

費。

3. 參加地力會並びに分科博1脱に新に配布 

されるJEI機關誌代。（R・O・誌は從って參加 

各會の聯絡機劇並びに大會の機關としての新 

使命を帶びる。）

4. 參加各會を中心とする會固本位の年鑑 

配布費。

5. 全國的價値ある宜傅材料の作成費,之 
によって出來た材料は參加各會に（無料）優先 

的に配布される。

6. 阈際機劇との聯絡助成の費用,少くと 

もIELの月刊黴關誌を各參加能に的える樣， 
X. Delegito 並びに Fakaj Delegitoj を參加會 
所在地に一人でも多くイ乍る樣及ぶ限りの補助 

をなす挛。少くとも以上の樣な方面が決議委 

員會によって愼重審議せらるべく，それに必

耍な財源を考慮されたい希望である。 （113）



岡本好次

ザメンホフ文法術語硏究5

Vervo

11> verbo.
動詞(verbo)に關係するすべての術語を調 

べることにする。まず十六ヶ條文法Plena 
Gramatikoでは第六條(F. K. p. 255)に於 

て動詞を扱っている。そ扛を次にあげよう。

La verbo ne estas ŝanĝata laŭ personoj 
nek nombroj. Formoj de la verbo:la 
tempo estanta akceptas la finiĝon -as; 
la tempo estinta ・is;la tempo estonta 
-os;la modo •kondiĉa -us; Ia modo
ordona -u ；la modo sendifina Parti
cipoj (kun senco adjektiva aŭ adverba): 
aktiva estanta -ani; aktiva estinta -ini;
aktiva estonta -ont; pasiva estanta -al ； 
pasiva estinta
Ciuj formoj de 
per helpo de 
verbo e>ti kaj
bezonata vervo ;la prepozicio ĉe la pasivo 
estas de.

-ii; pasiva estonta •〇仁 
la pasivo estas formataj 
responda formo de la 
parti cipo pasiva de la

ザメンホフが使ったverboに關係ある文 

法用語はこの文中に大體出ている。

エス語の動詞は人稱(persono)及び數 

(nombro)によって不變である。これは印歐 

語とちがうところでめる。

動詞の「時」に對しては英文法などでは普 

通藉timeを用いずしてtenseとゆう別の 

語を用いているが(名詞の項でのべた文法の 

性に對し英文法では特にgenderとゆう語を 

用いるのと似ている),エスペラントでは普通 

語彙tempoを文法術語としてそのま、用い 

ている。

次にtempoには大別して三つの分類があ 

2 (口め る。卽ち現在，過去,未來である。これをザ

メンホフはエス語でどういっているかを見よ 

う〇上の文ではこれをestanta tempo, estinta 
tempo, estonta tempoで云い表わしている。

ザメンホフは文法術語としてでなく普通語 

として未來に venonta tempo を過去に 

pasinta tempoを用いている。一例をあげる 

とEkzercaro §22に次の如きがある。

La tempo pasinta jam neniam revenos; 
la tempon venontan neniu ankoraŭ konas. 
ザメンホフは普通語を文法術語にも流用す 

る考えだヵ〉ら venonta tempo, pasinta tempo 
も文法術語として用いてよいわけである。現 

にザメンホフが pasinta tempoを文法上用 

いた次の如き例がある。

La estonta tempo estas esprimata per 
superstrekado, la tempo pasinta per 
trastrekado de la nombro de la ideo kc 
(F. K. p. 266).
これらの形を用いた文法書もある。一例を 

あげると Seppik の"La Tuta Esperanto** 
がある。

近頃は as-tempo, is-tempo, os-tempo な 

どゆう云い方を用いる人もあり又intemacia 
な文法術語を導入して現在をPrezenco,過上 

をpreterito,未來をfuturoとよぶものも出 

てきた。(SAT版Plena Vortaro及び 

Kalocsay-Waringhien の Plena Gramatiko 
等は後者を用う)。併しザメンホフは之等の 

用語を用いたことがない。

上の三つの主耍時の外に六つの補助時が動 

詞’estiと分詞形容詞との複合によつて形成 

される。之を複合時とよぶ。複合時をエス語 

で何とよぶか一寸ザメンホフの用例が見當ら 

ない。

普通の文法家はkunmetita tempoを用い 

ている力:Fruicticr は malsimpla tempo を 

用いている。Kalocsay-Waringhien は kom
pleksa tempoを用いている〇

複合時の一々の名稱も#メンホフにその用 

例が見當らない。參考のためKalocsay- 
Waringhien 共著 Plena Gramatiko の名稱 

をあげると

1) estas 〜anta...... imperfekta prezenco
2) estis —anta...... imperfekta preterito



3) estos ・—anta … …imperfekta futuro
4) estas •—inta … … perfekta prezenco
5) estis -—inta … … perfekta preterito
6) estos ・—inta •… …perfekta futuro
7) estas ・—onta … …predikta prezenco
8) estis ・—enta •… … predikta preterito
9) estos ‘—onta •… … predikta futuro

Fruictier の Kompleta Gramatiko で［よこれ 

らを 1） estanta tempo en estanto, 2） 
estanta tempo en pasinto, 3） estanta tempo 
en estonto, 4） estinta tempo en estanto,
5） estinta tempo en estinto, 6） estinta 
tempo en estonto, 7） estonta tempo en 
estanto, 8） estonta tempo en estinto, 9） 
estonta tempo en estonto とよんでし、る〇 

上のperfekto, imperfektoなる彳官語の中. 

前者はザメン汰フ著エス露辭典中にあり後者 

は Universala Vortaro の Dua Aldono で公 

用語根となったものであるがザメン•ホフが文 

中で用いた用例が見當らない。pluskvamper
fekto とゆう術語もある。これもザメンホフ 

のエス露辭典に出ているものであるが同じく 

文章中では見當らない。（文法術語のperfekto 
と公用語Perfektaとは同一語根と見ない方 

がよいと思ふ。firmoとfirmaを同一語根 

と見ない如く。）

これらの術語は普通の自然語（特に印歐語） 

で用いられるものでperfektoは完了, imper
fekto は未完了（小坂氏の現行にあたる）,plus
kvamperfekto ;土過去完了を意味するもので 

ある〇 ・

上述 predikto とゆうのは Kalocsay・ 
Waringhienの始めて導入した新語根である。 

之は他の言語に於ても文法術語として用いら 

れているものではない。小坂氏ん將然にあた 

るものである。

猶上記の如くザメンホフは法（modo）に 

kondiĉa modo （條件法、,ordona modo （命 

令法），sendifina modo （不定法）の三つを示 

しているが之等に對し最も普通のものをin
dikativo （直說法）とゆう。indikativoとゆう 

語根はDua Aldonoで公用語となったもの 

であるがザメンホフの用例が見當らない。 

kondiĉa, ordona, sendifina modo レ 心 う 用 

例はF.K, p. 290にも出ている。

ザメンホフは不定法に上記の外 nedifnita 
modoやinfinitivoも用いている。その例と 

しては

La verbo estas uzata en la mofo 
nedifinita (infinitivo), la estonta tempo 
estas esprimata per superstrekado 
(F. K. p. 266).

infinitivoの方の用例は し. R. p. 71にもあ 

る。

命令法をimperativo,條件法をkondicio
nalo とよぶ場合・もあるがザメンホフにその 

用例を見出さない。（ザメンホフ編著の辭典中 

に見出されるにしても）。

volitivo〔願望法)，subjunktivo (接彳 法）等

の術語を用いる人もあるが之等はザメンホフ 

によって用いられたことはない。これらは工 

ス語以外の印歐語で屢々用いられるmodojで 

ある。

能動態（aktiva voĉo）,受動態（pasiva voĉo） 
とゆう云い方をザメンホフはしていない。っ 

まり文法術語の厂態」にvoĉoという語を用 

いていない。但しaktiva, pasivaなる語は屢 

々用いている。その用例を次にあげてみよう〇

El la dirita regulo sekvas, ke se ni pri 
ia verbo ne scias, ĉu ĝi postulas post si 
la akuzativon (t. e. ĉu ĝi estas aktiva) aŭ 
ne, ni povas ĉiam uzi la akuzativon. 
(Ekz. §29)・

Kelkaj Esperantistoj opinias, ke la 
sufikso povas havi nur unu el la dii•让aj 
du sencoj, ekzemple nur la aktivan, kaj 
&ufoje, kiam ili trovas la dietan sufikson 
kun la senco pasiva, ili rigardas tion & 
kiel simplan eraron. Tiu ĉi opinio tamen 
estas neĝusta: «aĵ» per si mem havas 
nek sencon ekskluzive aktivan, nek 
sencon ekskluzive pasivan, kaj tial ĝi 
povas esti uzata en ambaŭ sencoj. Severe 
precizigi la signifon de tiu ĉi sufikso en 
la senco aŭ nur aktiva aŭ-nur pasiva— 
.・・(LR, p. 27).

En ĉiuj okazoj (tre malo仕aj), kiam la 
simpla uzado de " ajM povas doni ian (115)



nialkompreniĝon, ni povas ja tre bone 
helpi al ni (kiel vi mem tute prave 
proponis) per la uzado de parti&po aktiva 
aŭ pasiva (ekzemple «ŝmirantaĵo» kaj 
«ŝmir atajokiuj ambaŭ prezentas 
formojn tute regule kreitajn laŭ la leĝoj 
de nia lingvo); sed ĉar, el100 verbaj 
vortoj kun " aĵ99 estas tute klaraj, 
kial do ni devas senbezone kateni nin 
kaj, precizigante la signifon de " a厂'nur 
aktive aŭ nur pasive, konstante esti 
devigataj uzadi " antaĵo n aŭ “ atajo n en 
ĉiuj aliaj okazoj ? (L.R. p. 28).

Se la demando per si mem estas ne 
ĝusta, ĉar «igi» kun verbo signifas nek 
«igi 一anta», nek «igi —ata», sed nur 
«igi 一i sekve ĝi povas tre bone esti 
uzata en ambaŭ sencoj (aktiva kaj pasiva). 
(L. R. p. 31)

a) por montri la suferanton de la faro 
(t.e. post verboj havantaj sencon aktivan), 
ekzemple « mi diras la vorton »; (L. R・ 
p. 48).

En la rusa lingvo la vorto timi ne 
havas pasivon, sed tio ĉi ja tute ne 
montras ankoraŭ, ke ankaŭ en Esperanto 
ĝi ne devas havi pasivon... La logiko 
diras, ke eia verbo povas havi pasivon, se 
nur la senco ĝin permesas. Sed en la 
verbo «timi» la senco tute bone per
mesas pasivon, kiel en aliaj verboj. (L. R・ 
p. 65). :

Cu mi devas uzi en tiu esprimo pasivon 
nuntempan aŭ pasintan, pri tio la lingvoj 
franca kaj angla ne povas doni al ni 
respondon, ĉar ili ne havas apartajn 
formojn por tiuj ambaŭ pasivoj; sed la 
lingvoj slavaj kaj germana uzas en la 
dirita okazo la pasivon pasintan, sekve 
ĉi tio ............................................................
Estas vero, ke, transformante la pasivan 
formon de la citita frazo en aktivan, ni 
〇仕e uzas la formon («laboroj

24 (116) min tre okupas»), sed ... En la pasiva

formo ni ne bernas timi tiun mab 
kompreniĝon, ĉar …(L. R. p. 67-68).

Eĉ se vi aliformigos la frazon aktivan 
en frazon pasivan, vi ankaŭ ricevos 
nenian malklarecon, ĉar kiu povas havi 
ian dubon pri la senco de la esprimoj 
«homo instruita» kaj «scienco instruita» ? 
(L. R. p. 69).
以上の如く形容詞の形だけ獲•立したaktiva, 

名詞の形のpasivo,副詞形のakvtive及び 

pasive の外に aktiva senco 及び pasiva 
senco の形，aktiva frazo 及び pasiva frazo 
とゆう云い方,pasiva formo,分詞として 

aktiva participo 及び pasiva participo とゆ 

うのがあり,乂受身の過去形としてPasivo 
pasinta绦々種々の形がある。併し上述の如 

く voĉoとゆう語はザメンホフによって用い 

られていない。

最後に厂分詞」とゆう術語であるが,これ 

はザメンホフのみならず誰でもparticipoを 

用いる。尙分詞關係の術語をこゝでのべる。

分詞接尾字(ant, int等をさす)をザメン 

ホフは sufikso de parti&po 乂は participa 
sufiksoとよんでいる。その例は

• • • sed povus signifi nur abstraktaĵon 
sed la sufikso de participo enhavas en 
si mem la ideon pri io konkreta {iu aŭ 
ic9 kiu • • • as), sekve verbo, substantivigita, 
per parti eripa sufikso, povas esprimi nur 
konkretaĵon (ulon aŭ ajon). Kaj ĉar en 
la grandega plimulto da okazoj la parti
cipa sufikso, laŭ sia senco mem, esprimas- 
ulont tial laŭ la prin&po de sufleo ni 
ne ... (L. R. p. 67).
分詞名詞(anto, into等をさす)をザメン 

ホフは participo-substantivo とゆう 形で し 

R・p. 66で用いている。又し. R. p. 67 .で 

はこ才しを verbo substantivigita per participa 
sufiksoとゆう變った云い方で說明している〇 

分詞副詞(ante, inte等をさすうをザメンホ 

フはadverba participoとゆう語でよんでい 

る。その例は

En Esperanto la adverba participo ĉiam 
rilatas la subjekton de la ĉefa propozicio-



小坂狷二

前置詞略解39XXIII TRA （其二）

3.【押しわける】『（物の中）を押しわ 

けて（彳了 く）』=tra cedanta medio.
Ŝi rapide trapuŝiĝadis tra la amasoj 

da pasantoj. 大急ぎで往來の人浪をわ

けわけ進んで行った。

La vento blovis tra grandaj arbe
taĵoj. Mは大きな叢（むぐら）を吹きぬけ

て來た。 ・、少

La palacoj estis vidataj tra belaj 
arbaroj. 大廈高樓が美しい森をすかし

て見えた〇

〔比較）ira iMer la arboj （INTER の條 

參照）。木々の間をぬけて。

Ili veturis tra la malluma arbaro.
暗い森を通て行った〇

Tra la ventego la voĉo ne aŭdiĝas. 
大風にさえぎられて聲が聞こえぬ。

Tra ŝia kapo trakuris la penso, ke 
ŝi devis esti pli forta, pli kaŝema, pli

(L. R. p. 77).
Via opinio pri la adverba participo 

estas tute prava: adverba participo povas 
esti uzata nur tiam, kiam ĝi rilatas al 
la subjekto de la frazo. Se ni deziras 
per participo esprimi la sencon: kiu ... 

tiam ni devas uzi nepre la adjektivan 
formon de la participo;la adverban 
formon ni uzas nur anstataŭ: kiam li 
(g/, ŝi, b. t. p.). • ・・コs aŭ ĉar • •. -as. (L. R. 
p. 78).

sindetenema.もっと强く，もっと□た 

固くして，もっと控え目勝ちにして居 

らねばならぬのだっだと云う考が頭に 

閃いた。

4. 【行き渡る】2の『端から端へ行 

く』意味より『（何處）じゅうに（行き渡 

る）tra la tuta.. Jの意が生ずる〇

Mi serĉis lin tra Ia tuta ĝardeno*
（sed mi ne trovis lin en la gardeno）・ 
庭じゅうをさがし廻ったが（庭には居 

らなかった）。

Murmuro de admiro kuris tra la
（tuta） teatro・感嘆のささやきが劇場じ 

ゆうにざわめき渡った。

Se vi sekrete vorton diros （=sek
retos）, ĝi tra 1'tuta mondo iros.

內證にーと言もらそうものならその一 

と言は世界中にひろがって了う（馳も・ 

舌に及ばず）。

5. 【時関じゅう】 時間を示す語にtra
を附すれば4の意味より『（其の時冏）の

間じゅう（何々して暮す）』。

La koko kriadis tra la tuta nokto.
mはーと晚ぢう嗚き通した。

La alta urbo, kiu tra dek jaroj
La tutan grekan forton kontra ŭstaris> 
Prezentas nun ruinojn, kaj neniam

分詞形容詞（anta, inta等をさす）をザメ

ンホフは上記の如く adjektiva formo de
parti&poとゆう云い方で示したがこれ以外は 

見當らない。ハ

筆者は分詞名詞,分詞形容詞,分詞副詞に

は participa substantivo, participa adjek
tivo, participa adverboとよぶのが一層適切 

だと思う。それは mia, via を pronoma 
adjektivoとよぼうとゆうのと同一の考之で 

ある〇

. バ（H7）



Ĝi releviĝos.

十年のその間ギリシャを擧った力に抗 

して居たあの優れた都市も今や廢墟と 

なり,再興覺束なし。

Tra la tuta mezepoko ĝis ia komenco 
de la pasinta jarcento •・・

ずっと中世紀を通じ有（f世紀の始めに至

るまで・•…

6. 【Tra+目白勺格】Traはそれ自身 

通過，卽ち移行の意味を含むのであるか 

ら之に冃的格を蛇足する必要はないわけ 

である。然し『貫通々過』の意を特に强 

調したい場合に目的格を添えることもあ 

る。

Ĝi flugis tra la aero”. 空中をつつ 

切って飛んで行った。

Ĝi estis transveturig辻a tra Ia 
Atlantan Oceanon, 太西洋を過ぎって

（こちら岸から向岸迄）渡された。

La luno lumis tra la mantelo力・Jĵ 
光は外套をすかして光った。

7. 【語造】（1）Trae貫いて,通し 

て;traigi通（とう）す。

Trae de ĉiuj viaj grimacoj mi vidis 
la verecon de tio, kion oni diris al mi.

私の聞いた噂がほんとだとお前の常に 

書いてある（お前の潞面を通して見透 

かせた）〇

（2）『（こちらから向うへ）通す,貫 

（ぬ）く,ぬける』（1〜3の意）：trahaki 
la arbon 木を伐り倒す;trafajli la 
feran stangon鐵の條を鋪ですり切る; 

trairi 通りぬけて行く ; trarampi inter 
la palisoj杭の間を這って通りぬける;

traveturi la landon （乘物で）その國を 

通りぬけてゆく; ĉe mia trapaso tra
26（H8） Parizo私がパリを通過致すに際して。

Ŝi trapikis truon en la folio, rigardis 
tra ĝi al la suno・木の葉に孔をあけ,そ 

の孔を通してお天道様を透して見た。

Mi scias, vi havas tie en la poŝo 
traŝiron, kaj la mono kredeble iel en
falis en la traŝiron. 石のそこのポケッ 

トにはカギざきがあったじゃないか。 

きっと金は何かの拍子でその破れから 

落ち込んだんだろう。

Traflugis anĝelo preter orelo. 耳の 

そばをかすめて天使が飛んで通った 

（のでは物音も聞こえぬ,卽ちシーンと 

していて音がしなかった）。

Li renkontadis malfacilaĵojn, sed li 
iel trabatis al si la vojon （aŭ trabatis 
sin）,闲難辛苫に出あってばかり居たが 

何とか切り拔けた。

Li rapide trakuris la paperojn per 
la okuloj. 急いで書類に丨Iを通した 

（ロで馳けぬけた）〇

Min vere teruro trapenetri s. ほん 

とに怖くてゾッとしたです ＜恐怖がか 

らだをつきぬけて走った）。

（3） 『（何々）しまわる』（4の意）： 

Li travagis Germanujon ĉirkaŭe. 
獨逸國中を放浪してまわった。

（4） 『すっかり（何々）し通す』（5の 

悲より史に爲遂げる意に通ずる）：

Lernolibron oni devas ne tralegi, 
sed tralerni.學習書と云うものは通調 

しただけではいけぬ,習得し終わせね 

けTならぬ〇 :C
Oni difinis komisionon por tra

rigardo de la projekto.該案を・杳閱す 

るため小:左□會を任命した。

La unuan nokton li devis tradormi 
sur fojnamaso meze de senbara 



kampo.第一夜を彼は圍もない野原の眞 

ン中の乾草の上に眠り明かさねばなら 

なかった。

Teruran nokton devis mi travivi! 
その夜は何とも恐ろしい目にあいまし 

た（恐しい夜を麗驗した）。

C參考;）travivaĵoj經驗,體驗。

La tuta vivo, kiun travivis Adamo, 
estis naŭcent tridek jaroj・アダムの過 

ごせし一生は九百三十年なりき。

Mi ne povis tion traelporti.とて 

も我幔がし通せなかった。

Li tradandis en la vojo la monon. 
旅中金をすっかりはでにまき散してし 

まった。

Iafoje li tradiboĉis ĉion, ĝis la lasta 
ĉemizo. 酒食に身を持ちくずして襦祚

一枚のスッカラカンになることもあっ 

た。

〔注意〕〕（ĉ） tradandi, tradiboĉi など 

はfortrinki （飮んでしまう）,formanĝi 
（食い盡す,平げる）などに倣ってfor・ 
dandi, fordiboĉi とも云える〇 ・

作文練習XX

1-彼は非常に肥えているのであの狹い戶口 

が通れない。

2. 月が窓からさし込んでいた。

3. たとえ火の中水の底,未來までも夫婦じ 

やと。

4. 十八年のその間親の讐をねらって居た。

5・一陣の風が吹いて來て障子の孔がブルプ 

ルとった。

6・僕は窓からのぞき込んだ。

7. 一夜の宿をお賴み申す。

8. ほんとに愉快な一週間でした。

9. 彼の手紙を讀みあげましょう。

10.大臣は全校を続覽した。

〔作文練習XIX解答;)

1. Ŝirmitaj kreskis sub la zorg' de P
onklo

Gekuzoj, vi kaj mi, kvankam neri， 
ĉaj,—

• Por mi vi—frato aĝa pli tri jaroj几 
Kaj pasis jaroj tiel tre feliĉaj …

2. Estas danĝere stari sub alta arbo, 
kiam fulmas (aii fulmotondras).

3. La projekto devus esti klasifikata 
sub speco (aii kategorio) de pazigrafio.

4. Kiel vi ne rimarkis, kio okazis (ĝuste) 
sub via nazo (aii tuj antaŭ viaj okuloj) ?

5. Kiel progresas la klaso sub via 
zorgo ?

6. Propaganda kunveno de paroladoj 
sub la aŭspicioj de J.E.L

7. Tion li diris certe sub la influo de 
alkoholo.

8. Ĉio tre glate iris sub favoraj kon
diĉoj ・

〔作文練習XX解答］

1. Li estas tiel dika, ke li ne povas 
trairi tra tiu mallarĝa pordo.

2. La lumo enbrilis (aŭ enlumis) tra la 
fenestro.

3. Pro vi mi iros tra la fajr' kaj akvo— 
Mi via la edzino d已stinita!

4. Tra la dekok jaroj ili faradis klopo
dojn venĝi la patron.

5. Alblovis ondo da vento kaj ekbruis 
(aŭ fajfis) tra la truo en la papera pordo.

6. Mi enrigardis tra la fenestro.
7. Mi vin petas, ke vi bonkore permesu 

al mi ĉe vi tranokti.
8. Vere gajan semajnon ni travivis (aii 

havis, aŭ ĝuis)!
9. Mi tralegos al vi lian leteron.
10. La ministro trarigardis la tutan ler

nejon.

〔一丿扌號正誤3 P- 32右欄8行:tenis kapon 
は tenis la kapon. (119) 27



伊藤己酉三

和文エス譯研究會

指導音A氏

倉員B, C, D, E, Fの諸氏

A:今月もお寒い所をよくお集り下さいま 

した。今まで少し難し過ぎたようですから, 

少し容易い問題にしてみましょう。最初は

問題 A 低氣壓は北海道南方の海上 

にあり，北海道と北陸地方の諸所とは雨 

てす。しかしシベリヤ東部の高氣壓の爲 

に本艸］は一般に睛天て'す。

です。では例の通り各語句を譯してみましょ 

う。厂低氣壓」と「高氣壓」です。

B:低と高はmalaltaとaltaでよいでし 

ようね。すると氣壓はaerpremoとしてmal
alta （alta） aerpremo では?

E: 氣耿はatmosfera premoの方がよい 

でしょう。

C: premoはなくてもatmosferoだけで 

充分ではありませんか。

A: Cさんに御賛成の方はありませんか 

... ない樣ですね。atmosferoを氣壓と譯す 

ことはありますが,この氣壓は1〇氣糜とか 

!〇〇氣壓とかゆう壓力の單位,卽ち〇°で水 

銀柱76cmに相當する厭力を言うので旷。例 

えば Karbona duoksido likvigas sub la 
premo de 60 atmosferoj.の樣な用法です〇 

aerpremoは空氣厭で，氣壓は大氣の卽ち空 

氣の壓と考えられないことはありませんが， 

aeroはatmosferoを構成する主要部分です 

ヵ\ら aerpremo より［よ atmosfera premo が 

妥當です。次は「北海道南方の海上にjを願 

、います。

F : sur la suda maro de Hokkaido で［ま 

如何ですか。

C: sur la maro de suddirekto de Hok

kaido 卽ち北海道の南 

の方角の海上とした方 

がよいと思います。

I）: maro de sud
direkto は變ですね。 

sur la maro sude de 
Hokkaidoとすればよ 

いのではありませんか 

A: Dさんのがよいですね。しかしsur 
la maroでは何だか海の上に浮んでいるよう 

な感じですから，海面一帶を蔽っているとゆ 

う意味でsuperを使うべきでしょう。つま 

り super la maso sude de Hokkaido とす 

るのです。北海の南方に,宜海上にとゆうわ 

けです。

厂海上にあり」の1・あり」はestasでよろし 

いでしょう力ゝ〇

E: troviĝas, sintrovas, ekzistas でも同 

じでしょう。

B:此處では位置を示しているのですから 

situaciasがよさそうです。

A:尤もですが，動詞ではsituiとするの 

が普通です。

D: situi もよい力:kovri, etendiĝi でも 

よさそうですね。 ii
A :他にkuŝiもあります。次の北海道 

と北陸地方の諸所とでは」の「諸所」は北海 

道にもかゝっていると考えるべきものでしょ 

うか。どう解釋されますか。

F:私は兩方だと思っていました。

B:何方にも取れますね。しかし私は北屋 

地方だけの積りでした。

D:私は北陸地方だけと解釋するのが普通 

だと思います。兩方にかゝるなら厂北海道と 

北陸地方（と）の諸所では」となる筈だと思う 

のです。

F:そう言われ、ばそうですね。どうもこ 

うゆう細い點はよくわかりません。

A:では厂諸所」の譯を一つ。

E: en kelkaj lokoj カゝ en diversaj lokoj … 
C: kelkaj lokojでは少いようだからmui卜 

lokeカゝen multaj lokoj （同じですが）とし 

てはと思います。

B:lokoをpartoとしてもよくはありi



せんか。 ・

F : 「詡所」は「モ口モロの所」だからen 
ĉiuj lokojとなるような氣がしますが。

A :しかし,北陸地方全體に降っているな 

ら諸所は要らないでしょう。Eさんの言われ 

た樣にen kelkaj lokojかkelklokeがよい 

と思います。

次ノ)厂雨てす」を。

E :la vetero estas pluva 又は pluvas が 

無難でしょうね。

C:之は天氣豫報だからPluvosではない 

かな〇

D:いや，豫報ぢゃないでしょう。現に降 

っていると報吿しているんでしょう〇

F:雪だとゆう報吿が來てからこの氣象通 

報を發したのだから，この氣象通報を出した 

時からではpluvisと過去の事になるようで 

すが。 ・

A:それまで深く考える必要はないでしょ 

う。現在形でいゝですよ。厂シベリヤ東部」は 

問題ないでしょう。

C:la oriento de Siberio 又はla Orient- 
siberioでしょう力、。

D:それでは東部シベリヤとなって同じよ 

うですが少し違うと思います。やはりb 
orienta parto de Siberio カ、 oriento de 
Siberioでしょう。

A:厂本州」はHonŝuとしますか,それ 

とも譯しますか。本州が固有名詞なら譯すわ 

けには參りませんが。

E:私は固有名詞だと思います。

F:いや本州とゆう地名はありませんよ〇 

ĉefa lando 卽ち Japanujo の ĉefa lando の 

意味で本州とゆうのでしょう。

D:最初はFさんのおっしゃる通りの意 

味で本州としたのでしょうが，それなら四國 

もkvar provincojといって差支えないわけ 

です。尤も四國と本州とは少し違うでしょう 

がね。

B :それなら Honŝu-Ĉeflandoとでも妥 

協したら。

A:いや,そんな妥協は困ります。妥協す 

るなら I1on§u でも ĉefa lando (insulo)で 

もよいことにするんですね。la Ĉefinsuloと 

すればよいのではないでしょうか。Honŝuで 

もよいでしょうが。

「一般に」は。

B: ĝeneraleが無難でしょう。

F： plejparteでもよいと思います。

C: ordinareはいけませんか。

A: ordinareは「普段は」の愆味ですか 

らいけません。止匕處では「一般に」は厂大部 

分が晴天だ」の意味ですからPlejparteが當 

っています。ĝeneraleは一年の大部分が晴 

天だと解されます。最後に厂晴天です」は 

estas bela veteroの外によい言葉があります 

か〇 '

E: belaをklaraとしたら如何ですか.

C: helaでもよいかも知れない。

A: la &elo estas klaraは空に雲がない 

から晴天ですが,la vetero estas klaraとは 

言わないようです。helaはよろしい。

D: serenaもよく使いますね。

A:文の構成には難しい點はありませんか 

ら,文を作ってみて頂きませう。……

ではCさんの文を書いてみます。

Ĉe Hokkaido kaj kelkaj lokoj de 
Hokuriku distrikto pluvas pro malalta 
atmosfera premo, kiu etendiĝas super 
la maro sude de Hokkaido; kaj ĉe 
Honŝu estas plejparte serena pro alta 
atmosfera premo, kiu kuŝas sur 
orienta parto de Siberio・

Ceといふ前置詞はenとすべきです。 

Hokuriku distrikto (まla distrikto, Hokuriku 
の方がよろしい。

Dさんのは

Malalta atmosfera premo situas 
super la maro sude de Hokkaido kaj 
pluvas en Hokkaido kaj kelkaj lokoj 
de la distrikto, Hokuriku. Sed havas 
belan veteron plejparto de la Ĉefinsulo 
pro la kaŭzo de alta atmosfera premo, 
kiu troviĝas sur la orienta parto de 
Siberio. (121):



大體よく出來ました。唯havasはni havas 
なりよし、力;.plejparto de la Ĉefinsulo havas 
は少し變ですね〇 pro la kaŭzo deはkaŭze 
deでもよろしい。

次はEさんのを

Malalta atmosfera premo kuŝas 
super la maro sude de Hokkaido. En 
Hokkaido kaj kelkaj lokoj de Hokuriku 
regiono pluvas, sed la Ĉefinsulo estas 
plejparte serena pro alta atmosfera 
premo en orienta parto de Siberio.

これはやはりpluvasまでを一文にした方 

がよろしい。regionoは區域です。tropika 
regiono, glacia regiono, montara regiono 
等。serena は vetero力:serenaなのですか 

ら en la Ĉefinsulo とし，la vetero estas 
serena或は veteroを省略すればestas 
sereneと副詞を用いなければいけません。小 

坂先生の捷徑を御覽になった方はHodiaŭ 
estas tre bele kaj estas malvarmete とあっ 

たのを思出されるでしょう。

さて今度は次の問題へ行きませう〇

問題B 今年の萬國エスベラント大

會に對する一般の印象は珍らしくなご 

や加な大會てあったとゆうことて'ある。

この問題は「珍らしく」と「なごやかな」 

力:多少譯し難いかも好れませんが大したこと 

はありません。先づ「今年の」から始めまし 

よう。

F: tiuĉijaraではどうですか。

C: de tiu & jaro 或は de &・jaro,平凡 

かも知れませんが。

A : tiuĉijaraは惡いとは言えませんが(tiu 
& jaro)-aを一語にしたもので感じがよくあ 

りません。ĉi-jaraならまだよろしい。併しあ 

まりĉi-の形を使うのも感心出來ないもので, 

例へば Mi aĉetis ĉi-abron. Ĉu ĉi-domo 
estas la via?のやうなのはよくありません。 

一語にする必要のない時はやはりtiun & 
libron, tiu ĉi domo とすべきです〇 その意 

味でde ĉi-jaroも上くありません。厂凄國工

スペラントナ は元來エスペラントから諏

したものなんですから,之を譯すのではなく 

て元に戾すわけですが原語を御存知ですか。

し:成程そうゆうわけですね。私は譯して 

esperanta kongreso tutmonda とで もし よう 

かと思っていました。

D: Universala Kongreso de Esperanto
でしょう。

A:そうです。今から言えば去年の大會な 

のですがロンドンで開かれたので九厂一般 

のメは前題に出たĝeneralaでよいので,厂印 

象」もimpresoが普通でしょう。では厂珍 

らく」は何うしたらよいでしょう。之には種 

々御考えがあると思います。

B: eksterordinare は女□何です?

C:私はnekutimeがよいと思いますヵ:〇 

E： mirindeでよいかも知れない。

A:どうも eksterordinare, nekutime» 
mirinde皆なごやかさの程度を言うことにな 

るんですが。つまり「珍らしい程のなごやか 

さ」になりますよ。此處では例年はなごやか 

でなかったが今年は珍しくもなごやかだとゆ 

うのです。

D:ではmalofteならよいでしょう。

A:所がmalofteだけだと厂滅多になご 

やかなことがなかった」と解されるのです。 

どうも簡單には譯し難いのですが，malsame 
ol la kutimajとでもしたらよいでしょう。 

これは少し難しかったですね。では厂なごや 

かな」は。

F: harmoniaカ、paca がよさそうです 

ね。

C: mildaの方がpli bonaではないでし 

ようか。

E: kvieta では。

A: やはりharmoniaかpacaがよいで 

しよう。しかし之だけでは少し物足らない氣 

もします力;，en bona harmonioとすれば尙 

よいでしょう。

では一つ全文を譯して頂きましょう。

Bさんのから ’

Oni diras, ke la ĝenerala impreso 
por la Universala Kongreso de Espe-.10 (122)



ranto de tiu ĉi jaro estis k：el harmonia 
kongreso malsame ol la kutimaj.

どうですか。

C: kiel...とあるのは變ですね。ke ĝi 
estisとしたらよくなるでしょう。

I): porはpriとしなければなりますま 

い〇

A: Oni dirasとありますヵ;,この文は 

厂印象は……とゆうことだ」で，厂……とゆう 

人の話だ」の意味でないと思います。だから 

Oni dirasは要らないんです。次はFさん 

のです。

La ĝenerala impreso kontraŭ la 
Universala Kongreso de Esperanto de 
tiu ĉi jaro estas, ke Ia atmostero estis 
€n plena paco malsame ol la kutimaj.

D: kontraŭも工合が惡いですね。

A:そうです。やはりpri ・です。それか 

ら en plena paco は atmosfero なら plene 
pacaとした方がよろしい。では今日は之で 

終りとしましょう。最後に私の譯例を御參考 

にします。

A. Malaita atmosfera premo kuŝas 
super la maro sude de Hokkaido, kaj 
en Hokkaido kaj kelkaj lokoj de la 
distrikto, Hokuriku, pluvas. Sed estas 
bela vetero en plejparto de la Ĉefin- 
sulo pro la alta (atmosfera) premo, 

kiu situas sur la orienta parto de 
Siberio.

B. La ĝenerala impreso pri la ĉi
jara Uuiversala Kongreso de Espe
ranto estas, ke gi montrigis plene 
harmonia, malsame ol la ĝisnunaj.

A・ Tonĉju, TIMUR 氏----pendas は

nubo pendas なら よし、力:atmosfera premo 
pendasは變だ。

H. M. 氏----estas pluvadas の estas は
不要，或はestas pluva veteroとすること。

Ruga Planedo氏----vagasは低氣啦が

ふらふらと動き廻っているようだ。

Hsing-Ku 氏--- pruvas は!•と1の誤

り〇 en orientoの前のestasは不要。sere
nata は serenigata の積り か〇

B.笠零氏——厂滅多になごやかな大會は 

な力、ったとゆうのが一般の印象らしい」の意 

味になる。

Kuracista Ovo 氏--- sin donis とある

のは意圖不明。sin trovisの積りか。

春城利和氏 en harmonia atmosfero と 

すべ し 〇 nuna jara は (nuna jaro)-a=nun
jara とすべきである。

秀橙狂 子氏 komformiĝas は konfor
miĝas の誤り。kom 一はbとpの前に限 

る。jeneの後は動詞estasに對す主語がな 

い〇

成績發表 ・

A a. Fantomo Etiopia.
广し b. Seiu Sogen, Vaporo, Koiĉjo,加 

藤淸之助,井手尾元治,ミノル,施風,R. F., 
K-H, TIMUR, Ruĝa Planedo.

c. Soldato,河村義三,Konisi-Norio,野原 

信孑•，Sakura! S,プロシオン,喜稔,山石木 

三,Yama-R., Toĵoŝi, 守親,S的'Ok, M. M., 
堆田,Tonĉju, H. M., Yokota-Saburo.

d. Hsing-Ku.

Bb・Maeda-Teiĵi,村上優而。

• e 菅原軍曹.Esperantisto, Humi

Sogen,紗那子，マサハジメ,Ueda-Masao, 
永江淸,Ronda Monto,佐々木久子。

ĉ. Kuracista Ovo, Taihoku Kang, ORU 
GA,笠零,春城利和,ミミ,秀樹狂子。

d.彤星。

新課題•五月號發表•

A. H本人の國民性を他國民に理解せ 

しめることは非常に困難で,龙大な書物 

を以てしても充分には說明レ切れない。

B. 語學新究の方法は結局愼匝な多讀 

と良い指導者を得ることである。 (123) 31



觀光エスペラントの黎明

國際宣傳戰の前哨として

日本觀光エスペラント協會 

池川 淸

一月號の裏表紙の內側。『われらはチンド 

ン屋でない」の一文は大いに私をよろこばせ 

た。私は靜かに歐米のgeesp-istojの動きを 

見守もっているが彼等は1人として,日本の

・ 億意を誤解するものはない。いずれも,支那

の宣傳文を受けとり乍ら,みむきもせずに放 

っている。實に，今日までの日本のesp-istoj 
がまじめに『宣傅でない宜傳』をやったかを 

判然と認めさ'るを得ない。このことはたヾ私 

1人のみの感想ではあるまい。いやLくも日 

本の全esp-istojは,じみではあったが負面目 

な『宣傳』を過去二十年にわたって躬行して 

いたのである。私の小さい經驗から云っても

,歐米の各地で會った多くの階級の人士のうち 

比較的に分って,敎育の低いしかも金もなく

・ て日本に來れらそうもない人々のうちで， 

esp-istoj程熱心｝こ『日本について』質問をし 

たものはなかった。一事で萬事を判ずるわけ 

にはいかないのは勿論であろうが,世界で最 

も敎育の普及した北歐スエーデンの相當敎養 

のある婦人社會事業家が私に『日本では貧乏 

人が山や町で餓九しているとゆうのはほんと 

うか』とゆう質問をむきになってしたことが 

ある。これは東北1 也方の話を外國新聞導がデ 

マを飛ばしたのであるヵ;，こ2しに反してエス 

ペランチストは,成程東北地方の貧しいとゆ 

うことも傳え聞いて知ってはいるが,それが 

決して,n木の全部でないとゆうことも知っ 

ている。社は幾度かアメリカで，しかもニュ 

ーヨークの履中で，學校の校長や先生連中か 

ら日本の大陸政策を誹謗する事をきかされた 

力;,そんな場合に,私の英語の語學力では, 

これを微底的に翩することは殘念ながら困 

難である。藤澤親雄先生や小坂狷二先生のよ 

(124) うに英語がうまく操れたならば,と思ったこ

とは1®々あった。しかし,そんな時にけ,實 

際は私が辯解する必要がな力、ったのである。 

とゆうのは,ニューヨ_クの S・ro George Con・ 
nor は,日本の エス ペランチストや,S-ro 
Scherer (日本に半年も遊んでいた,アメリカ 

エスペラント協會の會長)から敎えられた日 

本に關する該廊なる知識で，私の代りに洗暢 

な英語で答辯してくれたのである。こんな時 

には，日本の同志諸君が平素がケットマネー 

で色々な雜誌や本を送った り文通をして眞面 

目に世界に呼びかけてf宣傳でない宣傳』を 

してくれているのを感謝したものである。… 

…日本へ歸ったら,日本エスペラント舉會へ 

一由圓位寄附したい,と思ったこともある。

私はかならずしも日本の全エスペランチ乳 

トが世界に好意を與えているとは思わない。 

その中には隨分とズポラな人もある。また不 

倍義な人もある。かつては非國民的な人もあ 

ったことを私は甚だ遺憾に思う〇

吾々の先輩が長い荊棘の道を,しかも多く 

の方面から誤解され,誹謗されたのも一部に 

こ5した反同志的esp-istoが存在していた爲 

めに他ならぬ。そんなことがあるため,エス 

ペラントはスパイの用其であるとして,當局 

から注意されるようなこともあったのであろ 

う。

祖國を愛するものは必ずエスペラントを愛 

するの時代が到來することを倍ずる。

『見えざる國民使節」であり『宜鱒でない宣 

傳』こそ同胞發萬の日本エスペランチストが 

FI夜タイフ•をたゝいて,乂はペンを走らせて 

歐米人のうちでも,しかも農而口な部類に屬 

するヱ；iペランチストの心を摑みっゝあるの 

だ。

このことを積極的に達成させるためには， 

二つのことを實行にうつしたい。. .

第1項 文通はいつも氣品のある內容を盛 

ること。個人葩感情のあふれたものは馬 

鹿にされるように思う。

第2項1人でも海外の文通者をして,日 

本を訪ねよ5とゆう氣分を起させるこ 

と。それには日本の芙點》人情の瀏事な 

る鼬 風景の世界に卓越せる型 生命財 

產の安全なる點，旅行のしやすい點》物 



資め豐富にして,物價のやすい點,を知 

らせてやるべきである。

次に私は全日本の同志諸君にis願いしたい 

ことは，日本に關する記事が外或のエス關係 

の雜誌に載った部分があれば,日本に好意を 

有すると誹謗するとにか、わらず，日本エス 

ペラント學會まで送ってもらいたい。學會で 

はこれを整理して,外務省,國際觀光局,內 

閣情報部,その他の機關に提出し,エスペラ 

ントの實用性を知らしめ,同峙に,エスペラン 

トの國家的起用への運動を起すべきである。

聞くところによれば,支那では,國民政府 

型f人が,全支のエスペランチストを（陷落

前に）漢口に招致して,激圖し 全世界の工 

スペラント關係紙に,デマ宣傳を飛ばす樣に

演說したそうである。蔣政權も. 斷末魔にな

ってエスベラントの世界的效用性を認めて, 

急にそんな計畫を立てたのであろうが,『宣傳 

のための宣傅』では,歐米人の誰もおどらな 

い。とゆうのは餘りに馴れてしまっている。

*
* *

最後にこれは別の機會にお願いするのがよ

いかとも思うが, エスペフン 光との關卜と

係について,各方面の注意を喚起したい。 

最近北南アメリカから觀光團が來朝して,

多大の成果をおさめて藍國した。非常時下に 

於て,特にその意義の深かったことを痣感し 

て,國家的t夬出であると信ずる。聞くところ 

によれば，ペルーの經濟文化便節團一行も橫 

濱に着くと同時に防空演習に出會い,成程门 

本へも支那のが飛んで來るのではないかとく

らいの心SUはしていたそうであるが，追々と 

各地を見學して,眞相を知り,戰時下日本の 

朝野にわたる不動の精神と飲裕をみて驚き人 

ったとゆうことである。誠にその通りである。 

蒙彊方曲から來たカソリックの觀光團なども 

・蒙古を出るときは水盃で別れを惜んで來朝し 

たそうである。それだけに,一・同が,日本厳 

行中，各方面から,あらん限りの歡迎を受け 

意氣揚々と包頭市に瞬ったときには,全市を 

あげての出迎えであったとゆう〇

これなどが，今後現地の治安工作に隨分役 

立つとゆうことを,蒙占の要人から私は直按 

聞いて,うれしかったことがある°

た¢殘念なことは,南・北アメ yカカゝら來

朝した觀光團（一つはホテル菜者,一つはペ 

ルー經濟使節團）は,いずれも夫人同伴であ 

った。その爲め各地で婦人の英語を話す人々 

にお願いして,接伴してもらったが決して充 

分に所期のa的を達したとはいえないように 

想う。英語でもスペイン話でもそ如ほど容易 

に話せるものではない。

ついては,國際觀光局で,來年度に多數の 

海外人を招致されるとゆうことが新聞紙上に 

報ぜられていたので!度.北米,南米から工 

スペラント觀光團を招致されては如何。エス 

ペラントなれば,通譯は多數にいる上に，し 

かも言葉の點では日本人の方が優位にある。 

それだけに物事の說明も徼底すると思う。こ 

う云うことを日本エスペラント學會の來年度 

又はその次の二千六百年記念事業の一つに加 

えて,國際觀光局,國際文化振興會,外務省 

等に提案されて,實現されることを希望する。

歐米に於てはエスペラントと觀光事菜とが 

非常に密接に結ばれている。私の滯歐中にも 

エスペラント觀光團には7度も會った。まだ 

滯々中にも,その・計畫を聞いたことがある。 

是菲とも,この際,日本刀不動の姿を艸:界の 

人士に目の前に示すことが必要なのである。 

『宣傳のための宣傅』をモットーとする國民政 

府の失敗と,『宜傳でない宣傳・に終始した日 

本エスペランチスト/成功をみれば,次に來 

るものはエスペラント觀光1を通じての宣傳で 

あろう。

〔公告］ 
寄附行爲內規變更の件

比和14年踐維持員海底への提案

本會寄附行爲內規第3條木尾にゝ日本 
文化宣揚部」を加えたい。

〔理山〕昭和13年度日本エスペラント大 
存は,議案（2）運動後援會牛業繼維,（3）日 
本エスペラント文化協會創立の2件を一括， 
その彪!»を本學會へ一任した。本學會では愼 
巫審議の結果,H本丈化の定揚は,俗附行爲 
笫2條により,當然本會の主耍爭業の一っと 
して取上げらるべきあるとし,內規第3條 
の各部にII本文化宣揚部を追加し.これによ 
って夭會において衣示された仝阈の・エスペラ 

ンティスト諸氏の希望に副うこととした。

財團法人日本エスベラント學會
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W財産目錄

※資産ノ部※

現金預ヶ金....................... 19,67529
三井信託預金（大石:）..... ;...... 11,888.72
大井理事保管分......... :......  1,648.51
安田貯蓄當座預金（大石）........894.49
同 据聲預金（大石）........ 3,061.48
勸業債券........................ • 475.20
支那事變公債....................... 98.00
振替貯金保證金................. 20.00
東京振秤口座 ¢11325）.................. 1,371.88
同 上 ¢32089）....................... 188.06
現金在庫金......................... 28.95

在庫圖書物品評價額...............16,943.25
學會出版圖書其他............... 13,407.53
取次^^】洋jij-...............    3,535.72

土地建物........................ .…16,426.95
土地（.80 坪 3 合 5 勺）........... 9,750,00
建物（雜作付延坏60邛7合5勺）6,676.95

以上合計 53,045.49

※負債ノ韶※

次年度分前納維持員會寶............1,337.95
普通維持員會費................... 546.40
正維持員會費...................... 674.65
賛助維持員會費.....................82.10
特別維持員會費................. 34.80

諸預り・金.............................286.62

以上合計.................. 1,624.57
差引正味資産............ 51,420.92

[BĴ現金預金內譯

玄 1:イヨ•*••••**••••••••••  •••••• •♦•・・・••••••] 4, ] 2]. 49
前年度末現任................... 13,582.29
本年度預金利子................. 439.20
本年度寄附金……............... 100.00

常用基金（4,300.00）

昭和七年寥務所建築費ノー部ニ全額利用

次年度會費及諸預り金.............. 1,624.57
渚積立及資金.......................3,92923

出版,取次部資金............... 808.07
特別積立金.............   1,321.16
特別川版資金................... 1,500.00
經費喙備金（昭和十四年度二對スル）300.00

以上合計................. 19,675 29

〔C〕本年度收支經費明細

※收入ノ部※

維持員會費總額................... 3,230 89
普通維持貝會費................. 1,414.89
jF ^|^扌$ •• • ••• •••••••*••••  ••• 1,580.21
賛助維持員會費................. 165.59
特別維持員命費................. 70.20

エス誌資上總報................... 1,326,55
大取次買上.....................

分册,殘本整理................. 184.23
圖書賣卜・總額..................... も743.50
本會出版物..................... 2,759.23
取リこ和洋舌:..................... 3,984.27

講習會費收入..................... 327.50
雜收入〈利子其他）................. 356.23
・諸積立準備金繰入レ............... 715.24

125.01
特別宜溥資金................... 45.95
敎育部積立金........ ........... 544.28

以上合計................. 12,699.91

※支出ノ部※

雜誌印刷費........................ 2,957.94
同發送費....................... 168.75
本會發行圖書製作費............... 1,339.84
取次和洋書仕入費................. 1,929.69
T.E.L.賦課金..................... . 60.00
地方會純助費................ ..... 14.33
維持貝總會我...................... • 60.00



宣博費............................... 179.29
通侣費............................... 461.07
諸印刷費..............................92.34
消耗品費.............................160.06
備品及設備費......................... 28.00
人件費（給料,手あ）.............. 1,480.00

〔D〕資産ニ計上セザル什器備品

事務所維持費.....................

褪話費............................

保險料............................

文匝費..........................

謝禮費（講習會）  ......... :…

雜我.............................

388.80
124.94
90.84

114.72
23.60

100.35
51.95

臨時費............................

小坂賞寄附...............300.00
701.40

事務所修理費（風害及塗従）248.90
諸會合費共他交際費......152.50

出版取次部資金へ繰入............ 372.00
特別出版資金へ返濟金C出版部借人

使用ノモノ） 1,500.00
次年度經費豫備金トシテ繰越 300.00

以上合計 12,699.91

董話.............................. 1
本會文庫書籍部數..........  2850
事務用テーブル類................... 11
同上廻轉椅了..................... 6
應按用テーブル..................... 2
同上椅子........................  3
布張椅子............................ 12
講習用長机.......................... 14
同上木築椅子..................... 30
集會用籐椅了…...........................36
麒類..........   7
各種書類箱及本箱 :............. 22
石炭スト—ゾ（人小）.............  2
時計....................   2
謄寫版器............................ 2
秤C大小）.......................... 3
安全書卓............................  1
タイプライター..................... 1
宛名印刷器.......................  1
輪轉謄寫機.......................... 1
煉炭ストーブ....................... 1

昭和十三年度永代基金領收報告

100.00 IEM........................................................................... :..........橋川慶藏氏

橋田慶藏氏は頭書の•寄附せられ終身維持貝とならる。

昭和十四年 度收支豫

※收入ノ都※

維持員會費總額 3,114.80x0.9……2,803.32
普通維持員 532 x 2.4.................. 1,276.80

人
正維持員 536x3.0.................. 1,608.00
賛助維持員 32 x 5.0.................. 160.00
特別維持貝 7x10.0 ............... 70.00
終身維持員

エス誌賣上總倾.................... 1,110.40
大取次賣上 550 x .144 xl2..........  950.40
分册,殘木整理................. 160.00

圖書賣上總額..................... 4,560.00
本命出版物.....................  2,400.0（）
取次利洋書..................... 2,160.0（）

講習會費收人...... ..............  300.00
雜收人（利子其他）.........    300.00
豫佛金（繰入〉..................... 300.00

※支出ノ音!!※

雜誌印刷費.......................  
同發送費............. :.........  
本會出版圖書部支出............... 
取次和洋書部支出.................  
IEし賦課金.....................  
地方會補助费.....................  
維持員總仰費.............. ....... 
宣傅費............................ 
通信伐............................  
諸印刷戮.......................... 
消耗品費..........................  
備品設備費........................ 

人件買.............. '.............  
事務所維持費................. :••… 

電話費................... :...... :• 
保險料............................  
文应!S............................. :.................  
謝禮費（講習會）...................  
雜費.................... :.......  
臨時費............................

3,000.00
160.00

1,200.00
1,200.00

60.00
15.00
60.00

200.00
450 00
100.00
160.00
100.00

1,450.00
400.00
130.00
90.00

115.00
30.00

150.00
100.00
203.72

9,37372 合 計................. 9,37372



〔公吿J

財團法人日本エスペラント學會報吿

・昭和13年度・

役員會報告:昭和爲年1）J 30日理事,評 

議貝會開催。1•昭和12年度事業報吿。2.同 

決算並に本存資库及び財產目錄に關する報 

吿。3.昭和13 .年度綽費の收支豫算の審議 

決定。4.昭和13年度評議貝選任。5.昭和 

13年度爭業方針に關する一般協議打合せ。☆ 

4月17日緊急理事會開催。!.小坂理ヅ離京 

後に於ける會務處卯に關する一般力策。2.今 
後に於ける本學會事菜遂行の根本力針。3•學 

會主腦部機構充實の件。☆同月24 H緊急評 

議員會開催。!.常務理爭増員に關し,評議 

員會の-意見を決定する件。2.今後に於ける 

本學會事業遂行の根本方針。3.會長推載の 

件。4.事業遂行力强化の方策に關する件。 
5.小堀氏生挺50年祝賀の方法に關する件。 

☆6 ）］19日理事,評議口金開催。エスペラ 

ント運動力針再確立について現時局とエスペ 

ランチストなる牒明書作成發表に關する件附 

議委員附托となり,6 JJ 26日再開可決,8 }} 
號本會機關誌上に發表。^12丿J18日評議員 

命開催。1.各役貝任期滿了につき，新理事, 
監事め推购決議。2.職制設定の審議。3.エ 

スペラント學力檢定試驗規定の徘議。4.本 

年度事業並に會計狀態の嵌吿。5.名古屋に 
於ける大會狀況の報吿。6.小坂賞に對し本 

會より寄附金300固支出決定の件。7.日本 

文化宣揚部設置の件。8.その他•般會務の 

打合せ。

事業報告:1.機關誌しa Revuo Orientaの 

定期發行。2.初等,中等,岛等,技術の講習 

會，硏究命開佛。3.圖書の出版,日本書紀第 

4篇（1〇乃）。4.海外發行圖書雜誌の•輸入,我 

或發冇圖書の楡出。

學會の口誌〇月）

理事觀 122日〔會議护項〕1.理が長 
選擧,2.常務理事選任,3.昭和14年評議員 

選任,4.昭和13年度爭業報吿.5 .昭和13年 

度決算並に本命資産及び財產目錄に關する報 

吿,6.昭和14年度經我の收支豫算の審議決 

定,7 .黑板,柳田,井上仁吉,小坂4氏を顧 

問に依囑の件（可決;,8.職制審議（決定）,9・ 
主爭任命，10-エスペシンテ,スト學力試驗 

規定審議（決定），U.日卒文化'だ揚部新設の 
件（これに伴う寄附行爲內規變更を舉會總會 

へ提出することに決定;本誌33 p.公吿參照）, 
12- の内規第3條各部分據決定の件。

評議員會1月29 H 〔勺議が項〕1H 22 
日開催理事會Q決定事項について栽吿,2.遅 

動方針に關する一般:協議。

敎育部會1月31日〔協議事項〕1.普通 

試驗を東京で施行の件,2.今年度講習會の方 
針。

朮期（昭和14年,15年）理事監事名簿
〔理爭長:!大石和三郞,〔理事〕〇井上萬壽 

裁,佐々城侑,上野孝男,鈴木疋夫，〇大井學, 

〇川原次吉郎，m誠,土岐蓋鷹,西成甫,藤澤 
漑雄,望月周三郎,〇三石五六,〇美野山琢 
m,淺田一（〇印常任）。

〔監事3淸水勝雄,丸山丈作。
本年度評窪員名簿靑木武造,安黑オ一郎, 

石黑修,磯部幸子,伊能己酉三,岩下順太郎, 
浦良治,大崎和夫,小松文夫,小林東二,酒井 
鼎,徳H!六郎,馬場淸彥，保坂成之,萬澤ま 

（128）き /-〇

主事三宅史平。

役員分擔部門

C庶務〕三石,酒井（妹），〔會計:Ĵ三石,大 
崎,〔編禅:）大井,伊藤（能）,酒井,〔敎育〕川 

原,小松,馬場,山崎,〔國際:!井上,供藤,磯 
部,〔地方:J美野田,靑木,岩下,萬澤,〔企劃〕 
井上,安黑,岩下（兼）,小松,小林,保坂,〔出 
版:）大井,久保,〔圖書:）三イi,〔日な文化:） 
（豫定）川原,石黑,浦,久保,德田,福富。

職 制

1• 理が長は理が命の議決を經て本會 
に左の職員を置くことができる。

主富1名。書記 若干名。雇 若干塔。
2. 主事は理事長の命を承け常務理事 

を佐け會務に參劃し常時本會の事務一般 

を聚理する。

3. 卞事は心要に應じて常務理审に諮 
り本會維持員に各部Q事務を委囑してよ 

い。
4. 主事は本存寄附行爲內規第3條の 

各部の聯絡を計る。

5. 主事は理事命,評議員會,維持ロ 

命總询,その他の會議に出席し會務を報 

吿し質問に答え,または意見を開陳し議 

案を提出することができる。

6. 書記は主事を佐け會務に參舆し各 

部の事務を整理する。

I 7. 雇は主事の指導を承け庶務に從事 

する。
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エスベラント學力檢定制度確立

「普通J 3月克京・大阪・名古屋て 

「高等」4月大阪の大會で

十數年來の懸案であったエスペランテ蛊ス 

トの學カ檢定制度がついにできた。その規約 

および制定にいたる經過その他については, 

n p •に出ているとうりである。

この店:度による最初の普通試驗は,n p.に 

公吿のとうり，3月12日,東京,大阪,名古 

屋で一齊に施厅されることになった。さらに 

高等試験は4月29日,犬會會期中に,大阪で 

施行される。くわしいことは,來月號の本誌 

に公吿されるはずである。

できるだけ多くの方が受驗されることを希 

望する。

フランス諸學校にエスペラント

文相通牒の反響

フランスの文部大臣が昨年10月11日. 

全國各種學校長あてに・エスペラント誰座に 

關する通碟を出したことは,1月號に報道し 

たとうリであるが,その反響として,忽ち全 

國各地の中學校,女學校，男女离等學校,男 

女師範,高等:商業,高答工業等々約40校で 

エスペラントの講座が開かれ,いずれも數十 

名の生徒が醴講し,屮にもサン•レオナール 

女子高等學校では,200人の聽講审込みが殺 

倒した。 ___________

貪堂給仕がエスペラントを

ベルンで萬國大會にそなえて

今年の萬國大會の開かれるスイスの首府べ 

ルンでは,1刃からチェ•メトードによる講習 

會が開からたが，カジノの支配人,給仕頭, 

およぴ男女給仕18人が,12月屮に參加を申 

込んだ〇その他，數軒Qホテルでも,使用人 

を講習會に參加させることを申込んでいる。

音樂賞ごエスベラント

小島氏ワインガ儿トナー賞を獲得

記號はエスペラントで

樂壇——とゆうよりも日 

本の全文化部門Q待望の的 

であった,ワインがルトナ 

 賞の受賞者のなかに1人 
のエスペランティストがあ 

る。多數の有名無名の音樂 

家をぬきんでて2等を獲得 

した,そのエスペランティス 

トは小岛和夫氏——やっと 

25戏になったばかりの附途 

に惠まれた靑年である。音 

樂日本の宣揚に資すること 

大きいこの受賞作品の題は 

厂日木ニ，樂譜の記號は,す 

べてドイツ語とエスペラン 

トで書いて出された。 37
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中島泱氏戰病死

臺北帝大助手中島泱氏が中支で戰病死された。 

哀悼に堪えない。

屮島氏は北海逍帝大農學部出身の,前途を囑R 
された若い科學者で，專門は農藝化學,熱心な工 

スペランティストであった。昨年1月札幌のエス 

ペランティスト乾直子嬢と結婚された。

5 JJ,補充兵として應召され,9月上句中支へむ 

かつて晴れの征途にのぼられたのであったが,上 

陸後まもなくマラリヤに罹られ,io n 31n,陽新 

野職病院で逝かれたのであった。皇國の護りとし 

て,また東洋平和のための人柱としてとはいいな 

がら,為すこと多い人を失ったことはまことに惜 

しんでもあまりをることである。

「車輛術語」出版
鐵道技師根本潔氏の多年の热心な硏究の結 

晶•厂車輛術語」は,1936年1月以來,日本鐵 

道エスペラント聯盟機關誌''Fervojisto"誌 

上に連載されていたが,咋年1〇 ）｝をもって完 

結したのを機會に單行本として出版された。 

菊判27ペイジの小册子ではあるが,こうした 

狹い部門の寺門術語集の出たことは,それの 

ネ資的な傾値以外にも,エスペラント込動の 

悴容を示すものとして,編者の勞を多とする 

とともに,これを發庁した聯盟に感紺したい。 

（本書は非賣品であるが實費20錢添えて,東 

京市丸ノ内鐵道省工務局保線課小松文夫氏氣 

付上記聯盟あて巾込めば,頒布される。）

個。人・消。息
山崎氏長男出生 學會新評議員山崎弘幾氏 

には,12 fl 22「1長男が生まれ,カナモジでア 

ジオ（Azio）と名ずけられた。 ,

野見山氏結婚 飯塚の热心な會貝野見山丹 

次氏は,田中よね氏と結婚された。

淺草エス會の石黑 

捷三郞,喜久雄（;出

征中）兩氏の母堂米•了・氏は,1月6日死去さ 

れた。謹んで哀悼の意を表する。

一月,中學襄訪問者磯部しづ子孃（名古 

屋）,井上碌郎氏（北支）,岡本豐熊氏〔京都）， 

38 （130） 小坂狷二氏（名古屋）

わ黑礎三郎氏母堂

現在發行地方會誌・專門雜誌

VERDA MONTETO （和歌山縣師範學 

校內綠丘會・機關誌）和歇山市小松原通り6前 

山米美氏方

LA FERVOJISTO （鐵道ニス聯盟機關 

誌）東京市麴町區丸ノ內鐵道省工務局保隸課 

小松文夫氏氣附鐵道エスペラント聯盟

Is FORMILO de TEK學會氣附東京工 

スペラント倶樂部

INFORMILO de OES大阪市北區東梅 

H128フ・リミヤノ、ウス內大阪エスペラン•卜會

ヽEKDA VOJO （1939年1月創刊・OES 
月刊機關誌）宛名土におなじ。

LA LIBERO （佛敎雜誌）大阪H：j泉北那 

大津町•松之濱809中西義雄氏方＜

躍璃铝（文藝雜誌）束京市王子區十條仲原 

2丁目5綠星莊

INFORMLO cle LEJ 東京市王子區中 

十條町1丁目28萬澤方婦人エスペラント聯盟

SCIENCO （JESA機關誌・季刊・命費: 

1ini,2圓）大阪府豐卷郡池H1町2950日本科 

學エスペラント協會（2月號噬吿495〇とある 

は誤り）,會計部:名古屋市昭和區北臣町1-73 
（振若名古屋23554）

ORIENTA KULTURO發行者毎木淸彥 

氏病氣入院屮につき，當分休刊のよし。
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SUR LA ĴURNALISMO
新閲瞬號Aエスペラント ・・〇・■

新

九艸I日日!3.12.24-25厂支那事變とエスペ 

ラント界（上,下）」一支那事變下における 

エスペラント舁の動向について。

岐阜新聞!2. 30厂《觀光都》を負り出せ 

（1新宣偉術〕」の應募諭文に,.「盛名にけへる■ 

鵜飼をもっと生かせて便へ•エス席で外阈へ 

——二宮安徳」一觀光勸誘パンフレットに 

はエスペラントを便え。（淸仁靈氏報）

滿洲新聞12. 24厂歐洲はニッポンばやり 

「霧の屮」佛語で放送•初の國際ラヂオドラマ 

化」 エス課’霧の中」の放送と，それから 

のフランス祜課の再放送について。

新京日日!2.24上とおなじ內容の記爭。

東方逼信12 23 （シンガポール）「ラヂオ• 

ドラマの國際的進出ーー山本有三作厂霧の中」 

佛誌放送——上・とおなじ。

大阪朝ヨ!.18厂早速國氏外交の握丁••防 

共洪國の中堅實業家の會が・盟友日本へ文化 

交換を呼かく」—— OBG □本部創設にっい 

て,□不部長コワーチ博士から大阪池川淸氏 

あての私信について,9段にわたって,大々 

的に報道。（田中逹雄氏報）

東京朝日!.19厂洪から國民外交の手•『日 

本の靑年にお願ひ』」——上記と同一內容。（小 

倉光宜氏報）

讀賣!.2!座談會厂日支文化の交流とその 

工作」（13）厂國語と國民性q問題」中に,横山 

俊平氏厂……支那全體から言ったら漢字が

種のエスペラントの作用をしてヨーロッパよ 

り大きい支那の統一を河能ならしめたと云へ 

ませう。」（小倉光宜氏報）

中外商業1.24厂今年の生活設計漫お很吿 

書 池田さぶろ」（13）は磯部幸子嬢。漫畫 

の中に,机の上に積上げられた書翎の1册の 

背に"Esperanto."文中に,厂....その間工

スペラントで日本の演劇史,舞踊史,音樂史 

を書いて,海のあちらへ紹介したいといふ 

……Jo （安達榮一氏報）

關酉中央!-25厂日本語へ僮れる■防共の 

新しい友ハンガリー一博士の來信に溢れる热 

情」——和歌山の小笠原譽至夫氏とプタペス 

トのコワーチ博士とのエスペラントによる文 

通について。（宮武正道氏報）

毎夕!.28厂觀光國策に結ぶ國際語エスペ 

ラント・觀光局の肝煎りで協好設立」ーー名古 

屋大會でできた日木エスペラント觀光協會に 

ついて大々的に報道。

雜： ：誌

婦人公論2刀號「全國女子職業專門學 

校案內」のうち厂外國語學校」 

の項に厂財惘法人日本エスペラント學會エス 

ペラント講習所」。

改造2月號厂洋書を漁る人々ーー中村 

春太郎」の'IUC,リンドパーク大佐 

が來たとき,夫人が,大佐は萬國共通語の硏 

究家であるから,エスペラント以外のものに 

關する本はないかと音って,ノヴィアルの辭 

書を買って行ったとゆう話が出ている。

懸實界1月下旬號小坂賞ホスター懸賞 

募集規定。

セルパン12月號「チェンバレンタト交の 

反響」の中に厂文化の領域に於 

いて,現在の危機から我々Q學ぶ敎訓は,言 

語の和逮が戰爭の大きな原因の一つとなって 

ゐることである。語學を•卑攻する……卽ち彼 

等は世界共通語の普及のために全力を傾注す 

べきである....ランスロット•ホグベン,J. F.
ホラビン，レイマンド・ホ■ストゲイト）」。（加 

藤孝一氏報）。

新：!刊1丨書■ ■ ■• ■

賴阿佐夫 厂國語・國字間 J （三笠書房發

行）のp. 186-188厂民族語と國際語」の1節に・

エスペラントについて論及している。中立國 

際補助詰に關するザメンホフの考え方を賛同 

し厂民族語の愛護と發展を願う者は……國際 

•詰の正常な發展をも浆まなければならぬ…… 

エスペラントは完全とはいかなくとも,國際 

語の條件を充しているものと考えてよい」。

（I. U.氏報）



Marto LA REVUO ORIENTA 1939

1938年の報吿

。東 京。

☆沈灌から復活へ 咋年度の東京地方エス 

遅砂は，歷史の澈流の淀みの中から,勇敢に 

渦卷の屮へ步み入った。地方團體の一つとし 

て首都Q自治への，獨自の立場からの協力が 

方針となり,此等を通じてエス述動の擴大を 

圖り併せて社交的意義をも發揮する等の爲に 

新委員命は結成され,11.つ學會との協力の下 

に種々の業跡を殘した。具舲的詳細はザ祭席 

上配布の報吿書通りである。

☆軌道へ乘って益々積極化へ! ーー木年度は 

軌道へ乘って益々琵泄と同時に,首都の自治 

のみならず，地方團體の立場から結びつき得 

る凡ゆる舞臺を捕えて前進しよう。ために, 

缺くべからざるは基金間題とesp-isto調査で 

ある。TEK賛助員として應募され,且つ調 

査表肥入に積極的に參加協力されん事をお願 

申匕げます。

☆隶京市對礦委員會（假稱）ーーTEK委員中 

5名に依って造られている。最近Gvidlibro 
の事に就きesp-istoである處め市の淸水觀光 

課長と懇談し，大體，目刑がついて來た。

☆ 〇BG——昨年木誌12月號にて發袤玫した 

ハンがリーOBG協會への入會■斡旋は,その 

後東京のみならず,・ド關,别府などよりも中 

込があり,昨年末,巾込人員20數名,依託 

書籍25册に及んだので,一先ず書籍の發送 

を濟ました。今後も引綾き斡旋を繼續し,書 

籍の集るにつれて,發送を疔ってゆく考え故, 

未だお也込みにならぬ方は,どしどし御申込 

下さるよう御願い致します。

尙,新春OBG聯旋委員は日洪協會を訪問 

して,協會理事と怒談,互に研究し,互に聯 

繫を保って,此の意義ある事業の將來の發展 

のために，缶力致す事を約して來た。團體に 

依る輔旋に應募することは妙な誤解を避ける 

上からも非常に意義があるので各方面より好 

評を受けている。（お川）

•札 幌•

13年度中に於ける札幌エス存としての運動 

40 （132） は,外部的に锄きかけるべき何ものもなかっ

たことは事實だ。これは會中心部を形成する 

各人がその職務に追われて餘暇を持ち得なか 

ったことに大きな原因があった。一年に少く 

とも一度の講習會を——との希望もそのため 

にむざむざと切角の機會を捨てなければなら 

ないこともあった。それに外部的に働きかけ 

るよりも先ず『內部を强力なものに』との前 

年度のFI標を踏襲していた消俺性も影響して 

いたものと思う〇

しかし,內部的には全く活氣のある年だっ 

た。例會は每遍必ず持たれ,川席者も前年よ 

りは口立ってふ无,實力養成のために卑念す 

るところがあった。この？S氣のあふれるとこ 

ろ,本年度は必ずや那やかしい成果をあげる 

ことと信じている。

・大 阪・

大阪エスペラント會では毎火曜日缺かさず 

例會を開いているが,昨年5月會場を平野叮 

のTrapezo喫茶店から信濃橋大阪早稻田俱 

樂部に移してから出席者も次第に取加するよ 

うになって,-・時30名內外に停滯していた 

會員數も年末には60名に倍加する有樣とな 

った。ピクニックは殆ど毎月催された。講習 

會は昨年中4回（初等3冋中等1创）で小でも 

池川淸氏を講師とする6リの觀光案內エスペ 

ラント講習诃には講習生殺到して,その總數 

130名に上った。これはあたかも大阪市がオ 

リンピックやが尘會議を目指して我國最彻の 

エス文都市案內''Venu al Osaka"を出し 

た直後でエスペラントに對する關心のとみに 

高まった好機でもあったが,ĵurnalismoの 

100%利用ぽ勿論,市内の咬所娈所には大き 

な立爲板を揭げるなど大いに宣傅につとめた 

結果,この驚異的成功を收めたのである。引 

緬き7月中中等講習會を開き,進藤,桑原, 

城戶崎,兒島氏ら指導に當ったが受講者數は 

32名であった。さらに8月中兒島氏を講師 

として初等講習會を開催したが之には12名 

の講習參加があった。1939年度大會の大阪招 

致を機とし11月中旬より貰名氏を講伽とす 

る大會歡迎第1回初等講習會を開き特に中等 

學校卒業以上とゆう資格制限を付したが,13 
名の講習生を得た。茴名氏は專門の盘學敎授 

をエスペラントに應用して貿的に素哺しい成 

果を收めてi2月屮句終講した。各講習曾は 
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いずれも一週三回月水金または月水土,夜間 

7时:より9時までであった。

昨年屮の主なる傑Lを拾って見ると,4月 

19日和歌山でしa Sunoを出して活躍してお 

ら•れる小笠脈譽至夫氏の古稀祝賀會を催し會 

員IJJ关弘畫伯の揮龜に成る同氏の肖像油繪 

を贈呈したのは,誠に羌しい情景であった。

8 Jj13 ロ南海深日の臨海學舍において〇. 

E. S.故初のSomera hejmoを持ち折柄來阪 

の三宅史平氏や和歌山の同志と樂しい一夜を 

歡談に過したのも忘れられぬ思出である。

10けの名古屋大會に大阪から大擧18名の 

參加があったことはprotokolo所報の通りで 

ある。

11月16日大阪外話の Oratora Kunveno 
が大阪ガスビルで開かれ同港:前田氏のエスペ 

ラント講演が行われたのを機會にOE.S.で 

は多數の宣傳ビラを撒布した。

12月15口のZ祭は參诃者48名とゆう空 

前の盛況を呈し有終の芙を濟したのは欣びに 

たえなかった。

一方O.E.S.妥貝會特に咋年9月の改選以 

來從來に見ない活潑な活動を始め出した。卽 

ち Membro-Kartoの制定や月刊 しa Infor
milo の發行などその現われである。

之を要するに昨年度の運動槪況は躍進の跡 

著しいものがあった。本年は大會を大阪で引 

受けたことでもあり,大阪地カエスペラント 

運動は一/皆素哺しい發展が見られるであろ 

う 〇 （Mat.）

•新 潟•

初等級募集せず,中等級の學力をつけるた 

め每週一回火曜□夜2時間。“ Koro "を讀み, 

今は“Marta"にとりかゝる。定期出席者3 
人。年に數回,翳大,新鐵局同志と參會,意 

見の交換。

方針としては初等級養成も大事であるが中 

等級敎ガに辅をつぎこみ,有力なる指導者養 

成に心がけている。

學會水曜例會
•來會歡迎•

每週水曜日午後7陆から8峙まで,佐々城佑 

氏の講義。どなたでもおいでください。（會竇 

不要） 用書REVIZORO （傲80錢）

ŜIS
原稿は20字詰に!

切は毎月1日着便

東 京

東京地方ロンド便り

〔婦人聯盟東京グルーポ〕新年懇親會は磯 

部幸子孃宅にて1月23 口 p. t. 7時より持た 

れた。出席者約1〇名。それから每リ第2リ 

曜p. t. 7時よリ銀座ユニオン・ビール・ビル 

3階で持ち,每冋7,8名の出席者をみている。

〔Rubia Kunsidoĵ 每週 月木正午より 

p. t.1時まで丸ビル中央畜產會喫茶宝で會話 

練習。新年懇粒會は1月27日夜銀座若松に 

て。佐々佈,三宅,松本淸,石堂,增EHの諸 

氏がお客さん。百人一首で,オテッケばかり。 

猶,今後責任磯部孃,會話部鳥津,文章部朱, 

愴,企劃部和田（秀;）,石川,記錄係,伊原,岩 

崎孃と略內定。輪讀テクスト及traduko材 

料選定中。（石川）

〔フロントロンド］第2回目の艇生祝を角 

臘21Hに催した・吾がロンドは新春を卜して 

フロントへのスタートを起した。Ciganoの 

發行•，“ Patro Revenas "の恂薇,會話の練習 

等がそれである,若い人逹の集りだけあって 

抱負や豐である。先輩諾・兄姉の御按助を御願 

い致します。

寫貝は第2冋挺生祝のタ。當夜は增山氏 

の御厚意に依り16ミリ小型映畫の鑑賞を 

した。又笠松孃の獨唱，安逹氏,山內氏, 

齋藤孃のトリオに依る海彥,山彥の朗讚が 

あり,時間の足らざるを託つほどの盛會で 

した。

(133) 41



1939Marto LA REVUO ORIENTA

東海道

由比氏歡迎會

〔名古屋エス僉3由比忠之進氏金子議一氏 

歡迎2SC1JJ13日）咋年度大會後滿洲國入 

りされた由比氏御來名の機會を得て,乂最近 

滿當調査部へ入る金子氏,この兩氏を一夜茶 

馬泉に迎えて送別の茶話命を開いた。山比氏 

は書わずとも知名なる中京エス界に於ける最 

も有龍なBatalantoであった人,金子氏は社 

會政策/攻の靑年學徒であり,又本會のため 

には絕えず多大な努力を惜まなかった热心な 

Samideanoである。定刻19時30分開會,由 

比氏は滿洲ではこんなに活躍しましたよと言 

わんばかり元氣な mienoで滿洲の生活を語 

られました。大陸の生活は樂しいか物價は高 

いか,え滿洲で活曜して居る靑年のため日本 

の娘さんはどしどし行くか，大陸の花嫁の供 

給狀谀はと,出席者の質問に對して,由比氏 

は詳細に睨明されました。又demandantoj 
も滿洲へ滿洲へと苴木もなびく時代の世相を 

現わして居て非常に热心なものであった。最 

後に山比氏は，滿洲阈エス運®JJに就いてその 

槪略を述べ,必ず將來の滿洲國のエス迅動の 

ため精力的な活動をするつもりであると,話 

られたのはどこまでも由比氏らしく力强くあ 

りたのもしい限りであった。22時閉命。當夜 

遠く桑名からの同志の參加も得て出席者25名 

の盛會でした。（Y. Murakami）
硏究會 每金曜日小坂氏宅に於て,出席者 

は 5 名一10 名位,teksto はla Revizoro,講 

師は小坂先生。

絮讀會每月曜口白木宅に於て,出席者は 

毎回5名一8名位tekstoはエスペラント谴 

讀で現在は第5章まで。講師金子美雄先生。

大岩前市長に感謝の挨拶

我國でも珍らしく三選11ケ年半の長記錄 

を作り大名古屋建設の恩人と萇はれて來たが 

病氣のため勇退することになった前市長人岩 

勇夫氏（本年72歳）に對する感謝の會が去る 

12月21日正午より,金剛石婦人團主催のもと 

に彳古屋贋平ホテル二階廣間で開催された。 

12（134）出席者52 .名の中,金剛石の松井社長,名古屋

铠機學校長B野氏及び名古屋の同志山田弘氏 

の3名の他は全部女性で,前商工省參與官加 

感繚五郎氏夫人,生駒明治銀行頭取夫人を始 

め市內名士の夫人や令孃であったが,席上,山 

⑴氏は非常時下に於ける國際語の瓯要性につ 

き約30分間に亙って說き,乂第23冋及び 

第26回日本エス大會に名譽會長として多大 

の特神的及び物玖的援助を送られた大岩前市 

長に對し日本のエスペランチストの名に於い 

て感謝の挨拶を述べ,出席者一同に國際語に 

對する多大の認識を與えた。山旧氏と竝んで 

座していた大岩氏は一々うなずき靜聽してい 

たが,诉席した山山氏に非常時下に於いて工 

スベランチストの如き國民外交が特に必要な 

るお語られた。金剛石社では,松井社長,同 

人伊藤氏,タイピスト,給仕までエス語學究 

をっずけているが今春（昭和14年）には,同 

社主催Qニス語那習が開始の運びに到るであ 

ろう。（寫む,向って右大岩氏，左山山氏）

近 畿一

講習會•講習會

〔大阪エス觀〕琛吿通り每遍火li很日伝漂橋 

角早稻IH俱樂部にて午後7時より例會開催。 

Teksto 城戶崎氏"Zamenhofa legolibroM を 

用いて輪講をなす。尙當日午後6時半よリ7 
咤まで川崎 直一氏擔當の"Lingvo, stilo, 
formo”の特別講義を開催。昨年は27日最 

終火曜日も以て1938年の最後の例會を持つ 

た。常円は忘年會を兼ね快談の後“Pasintaj 
tagoj "を合唱散:會。本年は1.月10 H火曜日 

を最初の會合とし,當日は會員のnovjara 
libertempo屮の生活について黠リ，乂木年も 

昨年以上にprosperaな會を持つことを約し 

て敢會〇昨年中O.E.S.のĉefkomitatanoレ
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して目覺ましく活動して居られた兒必氏が不 

幸不年初頭より病氣靜養の為一•峙會の活動か 

ら遠ざかられることになった。一時も早く快 

癒元氮なお顔を見ることを會■員一同切浆して 

居る。第2回大會歡迎初等エス講座は1月21 
日より每週月，水,土午後7時一8.5時例會場 

早稻FII俱樂部にて，進藤靜木郞氏指導の下に 

開催されて居る。今回は講習生募集の宜傅が 

行き届かなかった爲と時季の關係等もあり, 

折角進藤氏の新しい龍率的な講習法にもかゝ 

わらず,參加者が少數なので殘念に思わはれ 

る。而し講習は就よりも質の＞問題であるので, 

此の點から言って,今回めは進藤氏の優秀な 

講習技術と相待って,此の中よリ將來優秀な 

Esperantistoの生れ 出ることと期待して居 

る。 ’ノ

〔例壷鞭吿3毎週火曜□午後7時より9時 

まで信濃橋角日淸生命ビルハ階早稻1刖貝・樂部 

にて例會開催。Teksto城戶崎氏“Zamem 
hofa legolibro nを川いてEsp.文硏究をな 

す。匍•日午後6時半よjĵ 7時まで川畤直一氏 

擔呂;の Kalocsay: u Lingvo, stilo, formo" 
特別溝義を開催。尙2月2!日第3火曜日は 

interamikiĝa vespero で viva gazeto の發 

表をします〇

〔第2回大鑫歡迎記念初等エス講習會饌告〕 

1月21口よu 2 n 20日まで,每週月，水,土, 

午後7時より8.5時まで上記早稻田俱樂部に 

て開催。講師は進藤靜太郎氏。會費3.50冏 

（テキスト共）。尙2月20 H （月）最終日は 

Kurso-fin-festoとし講習生以外多數御參加歡 

迎します。

〔エスペラント受醸補習講座開催饌告;）來

る町さ大會にはエスペラントの檢定試驗が開 

催されます。英の受驗の補習を目的として 

O.E.S.にて講座を開催することとしました。 

各地方會に出られない人逹も通信によって是 

を受ける便宜をはかる積りですから,御希望 

の方は,大阪市北區東梅田町18 7•リミヤ・ノ、

ウス内大阪エスペラント會宛御紹介下さい。

〔歌の練習會複告〕今何O.E.S.では歌に 

趣味を持つ方,歌を練習したい方の爲にド記 

の規定で講習會を開他します。御希望の方は 

多数徘參加を希望します。期間2 〃 2日よ 

り4リ20日まで每週木曜□午後7時よリ8 
時半まで。會場上記信濃橋早稻田俱樂部。講 

貞三氏〇課□〇主として Esperanta

Kantoの齊唱及合唱。テキストは當分印刷ま 

を庇布す。講習料2冏50錢。（テキスト代を 

含む）申込は當口受付にて。

（Komito Kunvena 報）

陸一北

陣容一新

〔富山エス會〕元命長余川久雄氏,重鎭大 

塚正之氏を滿洲へ送り,藤澤逸哉氏を從軍記 

者として中支に送り,今年は受難の年であっ 

た。月二回の例會も常に閑古島の嗚く閑散振 

り。热心な同志2 -3名が『フランス篇』で地 

味な硏究を續けて來たが，今度富山工業の若 

い同志數名を迎え陣容一新,富山エス會の黃 

金時代再來も程近きを思わせる〇

渡部隆志エス課，密屋節Q美しい譜は富 

山市總曲輪神!U横町五艘辰男氏宛川込あ!: 

れば送られる筈〇

-九 !11111 --------------1

宇土エス會事務所變更

宇土エスペラント命爭務所を都合により今 

後熊本縣宇土町門內市原耿路氣付に致します 

から,今後當會への御通信は一切上記の處へ 

剂願い致します。

尙當會は最近班ら熊本エス禽と協力して仕 

嘟をして居ます。

2800 KEし大會招待

〔舉會宮崎支都〕1nion杉山眼科翳院に 

於て新年初會介，來會者,杉【虹正），巢山，中 

川,崎村,杉田（笑）,寺澤,福田の7名,下の 

如く議決す。 ・

來る2600年紀念事業として第!7回九州エス 

ペランチスト大會を脚年宮崎に忆致するが。

例會は從來通り毎水曜□開催，譯讚には敎 

材として「レブオ」を川いgvidantoは巢山, 

作文は前年に引續きザメンホフのEkzercaro 
より適宜引用しgvidantoは杉田（止）の事。.

（:福田） (135) 43
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長崎近況

〔長崎三菱俱樂部丈藝部]一月例會 昭和14 
年度最初の月例會を1）J 28日19時上り今町 

三菱社宅に於て催した。寒夜の奇とて御大富 

松,久米,濱部の諸氏並にF-inojの參加なく 

甚はだ modesta kunsidoだったが,屮堅ど 

ころの下記5氏の出席があり,本年度に於け 

る行事のplanoを協議したる後,柿本氏の日 

本語のアクセント問題,蘇氏のメ ロディー上 

よリ見たる愛國行進曲エス譯の批判なる硏究 

發表あリ22時解散した。

參會者.柿本氏，森氏,牧野氏,松用氏,井 

手尾氏

協議爭項!.例會には各自何かを所究し 

て來て發表すること。2・年4回位piknikoを 

催すこと。3.新人會員を獲得する■方遠ざか 

リ行く倾向のある會口を糾合する樣努めるこ 

と。

講習 > 咋年10月よリ每遍リ水金,小坂氏 

講習用書を用い井手尾氏指導の下に,庄食休 

憩咗間30分を利用して初等講習繼續中のと 

ころ近H屮終了の見込なるに付,更に改めて 

中等講習を開講の徐定。

初等溝習受講者 松ド孃,長田按,坪田孃, 

松野孃,烏田孃

j---------------北海道----------j

聯盟役員改選

〔北海道エス聯盟〕11JJ 30日附で文書總 

會議題及印刷物を送附した。12月末口までの 

期限であったが賛成者は過半を占め多少Q意 

見はあったが,原案通り町決した。內容は下 

の通り〇

1. 役員改選常任委員相澤治雄,木村喜 

壬治，佐滋德治（以上札エス）,鵜近圧次郎, 

夫戶武志（以上札鐵）,幹事加藤三郎（室蘭鐵 

道），木津義雄C旭川），沼田芳藏<帶蛾）,高橋 

要一（小梅〇〇

2. 會計年度は7月1日に始まり6月30日 

に終る。3 •機關印刷物は3月,6月,9月,12 
月の4月其の他必要に應じて發行・す。

其の後の會員巾込は12月中5名,1月は17 
44 （136） 口迄に9名•金員數は63名に至った。•

本年は聯盟も積極的な活砂を開始するっも 

りである 〇 H.E.L. （Help ! Esperu ! Laboru !） 
を合言葉として前進しよう。加盟する人は2 
錢切手10枚を送られたい。（HEL木部很）

〔小揮エス協融〕1JJ 20日夜は未だ眠って 

はいない同志の綠のいぶきをゆすぶってくれ 

た堵しくも樂しい集いの夜であった。今冬來 

の猛吹雪が吹きかける雪を拂い落して喫茶オ 

リムピックに次々と姿を現わした面々は岛橋, 

伏見,藤川,脇坂,江口,福m,村lli, F-ino 
竹內,佐藤の賴もしいgesamideanojだった。

何ごとかを爲さんとする同志の热意は言葉 

となって草に飛んだ。對文化團體との交流の 

案としてはかゝる團體の殆ど存在しない小梅 

では望めないことであろうし,宜偉を阈策線 

への參加とゆう形でとゆう叫びも何悸具的的 

な方法論までには至らず,只门らへの诞筆な 

反省を是とする方向に多くの氣持がかけられ 

た。

個人的には隊課へ,會話へ一段の意力を漲 

らせて,他□飛躍の機に備える用意が詰られ 

た。
併し從來兎角疎遠がちであったエス協會と 

佛敎エス會との交流が二十H會・の決定とゆう 
形で實を結ぶ機緣となったがはこの日の种の 

とv人れた大きな收穫であったし,この協同 
的な仕事が將來の小樽エス運聊發展の礎石と 

なるであろうことを嬉しくもantaŭvidiさせ 

ることは大きな喜びであった。利、逹は絕えず 

前泄するであろう。前進力が生命であるのだ 

から。
廿日會一每月20□午度7時より,於喫茶 

オリンピック,どなたでもお出で下さい。

小樽エス協會クンシード

場所福山氏宅（永井町ニノニ五） 

時日每遍木曜日,午後7時より 
テキスト修禅寺物語 （村田）

〔小壇佛攻エス碗〕12月17 [I本會今年瘁 
尼の例會を量德寺書院で開催。出席者,藤川, 

脇坂,佐藤,竹內（會長奕夢氏病氣缺席）一同 

煖爐を圍み種々懇談のうちに過去1ヶ年我等 
のエス運動を顧み盛衰の原因を指摘しもって 
短を去り,畏を補って,新年度の新方針を決 

定した。先ずチキストとして「エスペラント」 

誌を使用特にエス文と文法に主眼を肚き，乂 

作文硏究には自由作文を獎勵し，ときたま鄕 

土史紹介の意味からアイヌ童話を共同®5課し 
て海外同志と交換することにした。その外初 

悸满習會の開催,又我が北海道エス聯盟股化 

のため本种員6名加盟に決し明年への希望を 

擔い10時散估。
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小坂賞ついに1,200圓
あと100 大會までにロ

小坂賞基金の募集は,昨年末をもって一應 

締切り,不足額は,あとから補充してゆく方 

針であったところ,新年にはいってからも, 

申込みが，あとから，あとからと，つきず,こ 

の間,匿名氏の200 nloo圓があるなどして, 

ついに1月中に,1,200 Kに達するにいたり, 

あま'Tところ，わずかに100圓とゆうところ 

になった。

まだ,つぎつぎに,申込みがつきないので, 

締切を延ばし,大會までに,のこりの100圓 

を滿たすこととした。まだの方は,この際至 

急お拂込みあれ。（本誌1月號にはさみこんだ 

振替用紙を御利用になれば,拂込料金は不要 

です）。

なお,匿名氏は,今後當分のあいだ,每年 

金若干ずつを寄附し これをもって副賞費に 

充てることを巾出でられ,第1年度分として 

金30圓を寄せられた。

小坂賞委員會
財團法人日本エスペラント學會氣付 

耶用振潜口座:東京20767
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昨年連載した 

川崎氏の|名 

詞・語源と用 

法」は，あとを 

書き加え,¥ 

して出す珠定です。

2年以上になる小圾氏「前 

遡詞略解」が，近くおわりま 

す。あと何か，厂これを，ぜひ 

小放先比に書いていただきた 

い」とゆう御希望があればお 

知らせください。できるだけ 

多くの方のおのぞみにしたが 

いたいとおもいます〇

1公吿J

エスペラント運動後援會 

第3年度寄附者芳名（敬稱略）

a13年12 H 21日至14年1月31日

賀

支

酔

京
 

佐

北

朝

新
 

M

lffl
lnlM
 

1

10
202

原 虎二 

井上碌郎 

岡本好次 

山中貞美

1938年 Revuo Orienta 製本 

受付2月末まで 

製本料60錢;返送料27錢

厂婦人欄」を設けました。御 

期待ください。（M-Ŝ）

計 33.00JU 
前月まで 850.77

計 882.77圓
ーー酒井——

學會蔬雯（一年分）

正會員 3 ira
普通會貝 2|ni40£5
特別會員 5 圓

賛助會員 10 圓

入愈秦內お申越し次第送呈

每月一囘 
一日發お エスペラ ント 第七年 

第三號
昭お十四年二!］十口 即£3仍本 

昭和十四年=；j - H Q fi

編购统 
鮫行人 

印刷人

印刷所

大 井 學

竹田佐藏

一匡印刷所

定價一部20錢・送料5厘 6月分1岡20錢•送料共

1年分2 ni43錢•送料共

尊默日本エスペラント學會f習舅
所 東京亦本鄕區元町1丁目13番地4 電話小石川5415

K (138)



エスペラント講習會
昭和14年度第1期生募集

初等科
期間 2月20日から4月27 Hまで

時間 毎週月,木曜午後7時から9時まで

講師 交涉中 ・ ;

敎材 エスペラント讀木（30錢）

會 費.全聊分前納3圓（木角會員は2 [fii 50錢）

中等科
期間 2 ）] 2!日から4 }] 28日まで

時間 筒週火，金曜'I:後7時から9時まで

講 師 木學會抨議□馬場淸彥氏（？卜1名交涉中）

敎材 エスペラント中等讀本（30錢）

會費 全期分前納3 IUI （木會會□は2同50錢）

@場 本會講堂

申込 開鋼當日木僉事務所で啜付（ただし,なるべく前日までにハカ・キでおF|n込みおき

財團法人日本エスペラント學會

★特典 本舉倉誠習會修了者は,エスペラント普通劭力檢睫を無試瞼で受けることができる。

會員は,なるべく多數の友人/講習命へ勸誘してくだご;い。これに關 

する規,則書,宣傅印刷物は,幾紐でも,ふ巾込み次第も送〇します。

綠星章定價改正
2月1日から,綠星疏の定價をド記のとう〇改止しました

一般向綠星章
合金蠢 甲（安全ビン止） 

純銀苍丙（安全ビン止）

匕寶でf!邓Jに綠鳩周圍次バルト地に《INTERNACIA 
LINGVO ESPERANTO» の文字入り。

乙（沟贺用）备40錢送料4錢

丁 C/資用）各£〇錢送料4錢

令金峑に,じ寶で，圓形门J也に綠星。
安仝ピン」ト,背慣用齐40錢,送料4錢

學會會Hに限り佩用させるもの。純銀臺のスマートな星形,匕沢 
綠地に《ESPERANTO・JEI»安全ピン止,背廣用备7〇錢,送料!錢

小型綠星章 

學倉會員章

東京市本鄕尤町 財團法人日木エスベラント學會 振皆東京1132う番
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Japana Esperanto-Instituto 
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本
書
は
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そ
の
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の
名
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と
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て
知
ら
れ
、
版
を
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ね
る
こ
と
十
九
、

エ
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の
獨
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と
い
え
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ぐ

「
捷
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と
い
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外
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あ
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の
文
例
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文
法
を
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え
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會
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詩
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の
文
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作
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法
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エスペラント案內 
墟戸崎益敏著 「知識」15ペイジ，「文法」15ペ 
切L呵皿哄®イ込「讀み物」7課。全女6ポ 

イントおよび7ポイントの活で，ぎっちりつめこん 
であるヵ、ら,みかけは瀟洒なパンフレソトであるが,そ 
の內容は,普通の書物の白數十ペイジにあたる。これ1 
•Bで,エスペラントとは何かとゆうことから,文法全般 
にいたるまで知ることができる。寫眞版,凸版40餘箇 

入り。印刷は鮮明無比,特に,宣傅 四六判48ペイジ 
用として，效果100プロツェント!！ 30錢・送»30
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